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    1010,037,6 宝薬局 〒413-0303 0557-23-1610野畠　始子 野畠　力 昭48. 4. 1 薬局
     賀茂郡東伊豆町片瀬５５１－１３常　勤:    2 現存
     (薬       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2011,007,8 有限会社ヤシロ薬局 〒413-0411 0557-95-2648有限会社　ヤシロ薬局八代　由隆 昭56.12.15 薬局
     賀茂郡東伊豆町稲取６５１番地の常　勤:    1　八代　由隆 現存
     １ (薬       1) 平29.12.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3011,010,2 トミタ薬局 〒413-0411 0557(95)2107有限会社トミタ薬局　冨田　茂樹 平元. 9.22 薬局
     賀茂郡東伊豆町稲取６７２番地１常　勤:    1代表取締役　冨田　茂 現存
     (薬       1)樹 平28. 9.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    4011,011,0 トミタ調剤薬局 〒413-0411 0557(95)3987有限会社トミタ薬局　冨田　正子 平元. 9.22 薬局
     賀茂郡東伊豆町稲取４６７番地１常　勤:    1代表取締役　冨田　茂 現存
     (薬       1)樹 平28. 9.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    5011,014,4 有限会社　ゆがの薬局〒413-0513 0558(34)0150有限会社　ゆがの薬局植松　慶司 平 3. 7. 1 薬局
     　本店 賀茂郡河津町浜１４９－４ 常　勤:    1　代表取締役　植松　 現存
     (薬       1)慶司 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    6011,018,5 丸善薬局 〒413-0513 0558-32-1146有限会社　丸山商事　丸山　洋子 平25. 6. 1 薬局
     賀茂郡河津町浜１４２ー２　駅前常　勤:    1代表取締役　丸山　洋 移動 現存
     プラザ (薬       1)子 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    7011,019,3 ひまわり薬局 〒410-3501 0558-55-0880有限会社アーク　代表鈴木　紀子 平 9. 5. 1 薬局
     賀茂郡西伊豆町宇久須４３４ー２非常勤:    1取締役　高橋　清彦 新規 現存
     (薬       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    8011,021,9 あおば薬局 〒410-3624 0558-42-1166有限会社ダンケ　代表高野　和也 平23.12. 3 薬局
     賀茂郡松崎町江奈２２９－３－１常　勤:    3取締役　高橋　京子 移動 現存
     (薬       3) 平29.12. 3
     非常勤:   15
     (薬      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    9011,022,7 あらり薬局 〒410-3502 0558-54-4830株式会社高橋衛生堂　今野　織江 平29. 4. 1 薬局
     賀茂郡西伊豆町安良里３３６－１常　勤:    2代表取締役　髙橋　浩 移動 現存
     (薬       2) 平29. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表［静岡県］

［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     2 頁

   10011,026,8 ひまわり薬局　松崎店〒410-3611 0558-43-1515有限会社アーク　代表髙橋　清彦 平11.11. 1 薬局
     賀茂郡松崎町松崎３７３ー３ 常　勤:    3取締役　高橋　清彦 新規 現存
     (薬       3) 平29.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   11011,028,4 （有）下田調剤センタ〒413-0512 0558-37-0808有限会社下田調剤セン石井　英子 平13.10. 1 薬局
     ー　ヒカリ薬局　河津賀茂郡河津町笹原３０１－３ 常　勤:    1ター　代表取締役　酒 新規 現存
     店 (薬       1)井　雅典 平25.10. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   12011,029,2 陽だまり薬局　稲取店〒413-0411 0557-33-2460有限会社　メディケア山﨑　登 平14. 5. 1 薬局
     賀茂郡東伊豆町稲取３０３１の２常　勤:    3　代表取締役　木野　 交代 現存
     ２７ (薬       3)篤 平26. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   13011,030,0 うさぎ薬局　仁科店 〒410-3514 0558-52-2411株式会社　うさぎ薬局大 　賢一 平20.10. 1 薬局
     賀茂郡西伊豆町仁科１３９ 常　勤:    3　代表取締役　白石　 交代 現存
     (薬       3)誠一郎 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   14011,031,8 あたがわ薬局 〒413-0302 0557-23-3901株式会社Ｈ＆ＨＣｏｍ楠山　恭朗 平23. 8. 1 薬局
     賀茂郡東伊豆町奈良本１２４０－常　勤:    1ｐａｎｙ　代表取締役 新規 現存
     １５２ (薬       1)　楠山　恭朗 平29. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   15011,032,6 まつざき薬局 〒410-3624 0558-43-1955株式会社高橋衛生堂　佐藤　文枝 平23. 9. 1 薬局
     賀茂郡松崎町江奈２２９－１４ 常　勤:    1代表取締役　髙橋　浩 新規 現存
     (薬       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   16011,033,4 みなと薬局　下賀茂店〒415-0303 0558-62-7025有限会社賀茂薬調剤セ竹本　美香 平24. 1. 1 薬局
     賀茂郡南伊豆町下賀茂１９３－２常　勤:    3ンター　代表取締役　 新規 現存
     (薬       3)八代　由隆 平30. 1. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   17011,034,2 上河津薬局 〒413-0506 0558-35-0101株式会社今井浜薬局　小谷野　翠 平24. 8. 1 薬局
     賀茂郡河津町下佐ケ野３７４ 常　勤:    1代表取締役　冨田　伸 新規 現存
     (薬       1)一郎 平24. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   18011,035,9 今井浜薬局 〒413-0503 0558-34-2500株式会社今井浜薬局　納冨　誠治 平24. 5. 1 薬局
     賀茂郡河津町見高１６４－１１ 常　勤:    3代表取締役　冨田　伸 新規 現存
     (薬       3)一郎 平30. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   19011,037,5 田子薬局 〒410-3515 0558-53-0030株式会社高橋衛生堂　齋藤　勇策 平27. 3. 1 薬局
     賀茂郡西伊豆町田子９４５－１ 常　勤:    3代表取締役　高橋　浩 移動 現存
     (薬       3) 平27. 3. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   20011,038,3 株式会社なのはな薬局〒415-0153 0558-62-1515株式会社なのはな薬局本多　倫子 平26. 7. 1 薬局
     賀茂郡南伊豆町手石３２１ 常　勤:    1　代表取締役　尾形　 新規 現存
     (薬       1)慶治 平26. 7. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   21011,039,1 ウエルシア薬局　西伊〒410-3514 0558-52-5010ウエルシア薬局株式会瀨戸口　洋人 平29. 3. 1 薬局
     豆仁科店 賀茂郡西伊豆町仁科３２０ 常　勤:    1社　代表取締役　水野 新規 現存
     (薬       1)　秀晴 平29. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   22011,040,9 ウエルシア薬局　河津〒413-0513 0558-34-3089ウエルシア薬局株式会土屋　理香子 平29. 7. 1 薬局
     店 賀茂郡河津町浜９４－２ 常　勤:    2社　代表取締役　水野 新規 現存
     (薬       2)　秀晴 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   23020,009,3 フジ薬局 〒415-0036 0558(22)2395鈴木　赫 鈴木　赫 昭52. 6. 1 薬局
     下田市西本郷１－８－５ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   24020,024,2 山岸屋薬局 〒415-0001 0558-22-0769菊地　義臣 菊地　義臣 平10. 4. 1 薬局
     下田市２ー１３ー３２ 常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   25021,007,6 有限会社　下田調剤セ〒415-0036 0558-22-7507有限会社下田調剤セン岡庭　隆一 平 8. 9. 1 薬局
     ンター　ヒカリ薬局 下田市西本郷１ー１３ー１３ 常　勤:    1ター　代表取締役　酒 新規 現存
     (薬       1)井　雅典 平29. 9. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   26021,010,0 有限会社　下田調剤セ〒415-0022 0558-25-0348有限会社下田調剤セン髙橋　葉子 平10. 3.15 薬局
     ンター　ヒカリ薬局　下田市２ー１３ー４ 常　勤:    2ター　代表取締役　酒 新規 現存
     広岡店 (薬       2)井　雅典 平28. 3.15
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   27021,011,8 株式会社　尾形薬局広〒415-0001 0558-25-0339株式会社　尾形薬局　尾形　順子 平10. 3.15 薬局
     岡店 下田市２ー１３ー３１ 常　勤:    1代表取締役　尾形慶治 新規 現存
     (薬       1) 平28. 3.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   28021,013,4 （有）下田調剤センタ〒415-0017 0558-25-2220有限会社下田調剤セン齋藤　勝雄 平15.10.15 薬局
     ー　ヒカリ薬局　中村下田市東中６－１ 常　勤:    1ター　代表取締役　酒 新規 現存
     店 (薬       1)井　雅典 平27.10.15
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   29021,014,2 有限会社むらかみ薬局〒415-0011 0558-22-6896有限会社むらかみ薬局村上　陽子 平16.10. 1 薬局
     下田市河内５２ー５ 常　勤:    1　代表取締役　村上　 組織変更 現存
     (薬       1)陽子 平28.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   30021,015,9 いなずさ薬局 〒413-0705 0558-28-3350有限会社　加茂薬調剤藤井　真奈美 平17. 6. 1 薬局
     下田市箕作３８７－２ 常　勤:    1センター　代表取締役 新規 現存
     (薬       1)　八代　由隆 平29. 6. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   31021,016,7 ㈲下田調剤センター　〒415-0012 0558-25-3717有限会社下田調剤セン大野　朝子 平19.11. 1 薬局
     ヒカリ薬局　白浜店 下田市白浜字神明１５２８－５ 常　勤:    1ター　代表取締役　酒 新規 現存
     (薬       1)井　雅典 平25.11. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   32021,017,5 ㈲下田調剤センター　〒415-0035 0558-23-0450有限会社下田調剤セン石井　明 平19.11.15 薬局
     ヒカリ薬局　東本郷店下田市東本郷２－２－２ 常　勤:    1ター　代表取締役　酒 新規 現存
     (薬       1)井　雅典 平25.11.15
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   33021,019,1 有限会社下田調剤セン〒415-0013 0558-23-6070有限会社下田調剤セン稲葉　和美 平23. 4. 1 薬局
     ター　ヒカリ薬局　上下田市柿崎字大坪４３２－６ 常　勤:    1ター　代表取締役　酒 新規 現存
     の山店 (薬       1)井　雅典 平29. 4. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   34021,020,9 ヒカリ薬局　高馬店 〒415-0034 0558-36-4007有限会社下田調剤セン鈴野　吉臣 平24. 4. 1 薬局
     下田市高馬１３２－１ 常　勤:    2ター　代表取締役　酒 新規 現存
     (薬       2)井　雅典 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   35021,022,5 アイセイ薬局　伊豆下〒415-0021 0558-25-1055株式会社アイセイ薬局日吉　一彰 平28.10. 1 薬局
     田店 下田市一丁目１９－２９ 常　勤:    2　代表取締役　藤井　 交代 現存
     (薬       2)江美 平28.10. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   36030,043,0 らん薬局 〒410-2205 0559(48)6621松本　孝志 松本　孝志 昭49.12. 1 薬局
     伊豆の国市富士見９２０の２ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   37030,044,8 たまき薬局 〒410-3302 0558(98)2888玉木　和博 玉木　和博 平 5. 6.15 薬局
     伊豆市土肥４５１の１ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平29. 6.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   38030,048,9 峰薬局 〒419-0125 0559-70-2727吉原　峰雄 吉原　峰雄 平11.12. 1 薬局
     田方郡函南町肥田３５６ー１２ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   39030,050,5 わいわい薬局 〒410-3402 0558-94-5190吉岡　城治 吉岡　城治 平15.10. 1 薬局
     沼津市戸田９０７－８ 常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   40031,001,7 有限会社　小川薬局 〒410-2123 0559(49)1064有限会社小川薬局　代小川　力弥 昭47.11. 1 薬局
     伊豆の国市四日町８７３ 常　勤:    2表取締役　小川　力弥 現存
     (薬       2) 平29.11. 1
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   41031,002,5 有限会社　ヨゴサワ薬〒410-2133 0559(49)0701有限会社　ヨゴサワ薬與五澤　幸子 平 8. 6.26 薬局
     局 伊豆の国市韮山多田５１４－１ 常　勤:    1局　取締役　與五澤　 移動 現存
     (薬       1)孝 平29. 6.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   42031,004,1 株式会社丸三商店　マ〒410-2407 0558-72-3663株式会社丸三商店　代杉村　悦子 平15. 9.22 薬局
     ルサン薬局 伊豆市柏久保４５８－５ 常　勤:    1表取締役　大澤　紀子 移動 現存
     (薬       1) 平27. 9.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   43031,008,2 有限会社　サトウ薬局〒410-2211 0559(48)0606有限会社　サトウ薬局佐藤　直子 昭59. 1.18 薬局
     伊豆の国市長岡１１１７－９ 常　勤:    1　代表取締役　佐藤　 現存
     (薬       1)弘美 平29. 1.18
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   44031,009,0 岩下薬局　江間店 〒410-2221 0559-47-1130有限会社岩下調剤薬局柄田　浩孝 昭59. 6. 1 薬局
     伊豆の国市南江間１３０６－２ 常　勤:    2　代表取締役　岩下　 現存
     (薬       2)收 平29. 6. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   45031,011,6 有限会社泰和　エンゼ〒419-0124 0559-79-4151有限会社　泰和　取締岡本　淑子 平 2. 5. 1 薬局
     ル薬局 田方郡函南町塚本９５２－１ 常　勤:    3役　野村　政春 現存
     (薬       3) 平29. 5. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   46031,012,4 岩下薬局　大仁店 〒410-2323 0558-76-7370有限会社岩下調剤薬局大田　和代 平 4. 9. 1 薬局
     伊豆の国市大仁字下宿３８２－１常　勤:    4　代表取締役　岩下　 現存
     (薬       4)收 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   47031,013,2 中薬局 〒410-2113 0559-49-7782有限会社中調剤薬局　古賀　敬子 平 4.12.15 薬局
     伊豆の国市中西小田前８９４－６常　勤:    5代表取締役　小栗　康 現存
     (薬       5)代 平28.12.15
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   48031,014,0 ミヤザワ薬局支店 〒410-2407 0558-72-2231有限会社　宮沢薬局　宮澤　繁子 平12.10. 1 薬局
     伊豆市柏久保５０２ー１ 常　勤:    3代表取締役　宮澤　俊 移動 現存
     (薬       3)郎 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   49031,015,7 有限会社宮沢薬局 〒410-2407 0558(72)0374有限会社　宮沢薬局　宮澤　俊郎 昭59.11. 1 薬局
     伊豆市柏久保６０４－６番地 常　勤:    2代表取締役　宮澤　俊 現存
     (薬       2)郎 平29. 2.22
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   50031,016,5 株式会社アサヒ函南薬〒419-0107 055-979-6585株式会社アサヒ函南薬齋藤　英明 平26. 7.22 薬局
     局 田方郡函南町平井５９７－２ 常　勤:    4局　代表取締役　小山 移動 現存
     (薬       4)　英敏 平26. 7.22
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   51031,017,3 みやざわ薬局駅北店 〒410-2407 0558(72)0500有限会社　宮沢薬局　水野　京子 平 5. 3.15 薬局
     伊豆市柏久保１２８０番地 常　勤:    2代表取締役　宮澤　俊 現存
     (薬       2)郎 平29. 3.15
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   52031,018,1 田方薬局 〒419-0107 0559-79-6868株式会社田方調剤薬局仁禮　隆子 平 5. 4. 1 薬局
     田方郡函南町平井８３２－４４ 常　勤:    7　代表取締役　鈴木　 現存
     (薬       7)典之 平29. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   53031,019,9 天城薬局 〒410-3211 0558-87-1797有限会社　天城調剤薬美崎　陽子 平12. 9. 1 薬局
     伊豆市松ケ瀬５０－３ 常　勤:    4局　代表取締役　美崎 移動 現存
     (薬       4)　陽子 平24. 9. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   54031,020,7 函南薬局 〒419-0123 0559-77-7234大雄　株式会社　代表向笠　雅人 平 6.12.15 薬局
     田方郡函南町間宮字下粟彦８９５常　勤:    1取締役　杉浦　雄治 新規 現存
     ー７ (薬       1) 平27.12.15
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   55031,023,1 函南鈴木薬局 〒419-0122 0559-78-6922有限会社　函南鈴木調鈴木　真知子 平 7. 5.17 薬局
     田方郡函南町上沢２３３－２２ 常　勤:    3剤薬局　代表取締役　 組織変更 現存
     (薬       3)鈴木　真知子 平28. 5.17
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   56031,025,6 うさぎ薬局　修善寺店〒410-2413 0558-73-2345有限会社　修善寺薬局加治　亜世 平 8. 8. 1 薬局
     伊豆市小立野９０番地の１ 常　勤:    3　代表取締役　加治　 新規 現存
     (薬       3)亜世 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   57031,026,4 鈴木薬局 〒410-2315 0558-76-8800株式会社　ウッディベ犬塚　健至 平 9. 1. 1 薬局
     伊豆の国市田京字坪の内２７１－常　勤:    7ル　代表取締役　山田 組織変更 現存
     ２０ (薬       7)　慎二 平30. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   58031,027,2 アリス薬局 〒419-0114 0559-79-3880株式会社田方調剤薬局鈴木　齊昭 平 9. 6.15 薬局
     田方郡函南町仁田３３ー１ 常　勤:    5　代表取締役　鈴木　 新規 現存
     (薬       5)典之 平30. 6.15
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   59031,029,8 有限会社　田方協立薬〒410-2413 0558-72-3999有限会社　田方協立薬杉山　栄一 平10. 3.15 薬局
     局 伊豆市小立野８３ー２ 常　勤:    2局　代表取締役　宮澤 新規 現存
     (薬       2)　俊郎 平28. 3.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   60031,036,3 うさぎ薬局　大仁店 〒410-2322 0558-75-5520株式会社　うさぎ薬局小柳出　孝子 平14. 7.15 薬局
     伊豆の国市吉田３５４－４ 常　勤:    4　代表取締役　白石　 新規 現存
     (薬       4)誠一郎 平26. 7.15
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   61031,037,1 あづさ薬局 〒410-2114 055-940-2550有限会社　慧光　代表大友　慈寛 平14.10. 1 薬局
     伊豆の国市南條１６４３ 常　勤:    3取締役　室伏　昭 新規 現存
     (薬       3) 平26.10. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   62031,038,9 上沢薬局 〒419-0122 055-970-1200有限会社岩下調剤薬局今井　かおり 平20. 5. 1 薬局
     田方郡函南町上沢８０－１８ 常　勤:    5　代表取締役　岩下　 交代 現存
     (薬       5)收 平26. 5. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   63031,040,5 クリエイト薬局函南仁〒419-0114 055-970-3171株式会社クリエイトエ草間　崇 平24. 6. 1 薬局
     田店 田方郡函南町仁田１５－４ 常　勤:    3ス・ディー　代表取締 新規 現存
     (薬       3)役　廣瀨　泰三 平30. 6. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   64031,042,1 アリス薬局平井店 〒419-0107 055-970-4500株式会社田方調剤薬局廣田　晶子 平27. 8. 1 薬局
     田方郡函南町平井６２１－７ 常　勤:    1　代表取締役　鈴木　 新規 現存
     (薬       1)典之 平27. 8. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   65031,043,9 まちの薬局　塚本店 〒419-0124 055-979-1290株式会社ケイズアクト青木　学 平28. 9. 1 薬局
     田方郡函南町塚本２３６－１ 常　勤:    2　代表取締役　尾﨑　 新規 現存
     (薬       2)裕 平28. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   66031,044,7 ウエルシア薬局　ルピ〒419-0114 055-970-2489ウエルシア薬局株式会雲野　朋恵 平29.12.11 薬局
     ア函南店 田方郡函南町仁田７４－１ 常　勤:    4社　代表取締役　水野 移動 現存
     (薬       4)　秀晴 平29.12.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   67031,045,4 クリエイト薬局函南南〒419-0114 055-970-0081株式会社クリエイトエ河内　雄高 平28.10. 1 薬局
     仁田店 田方郡函南町仁田１２４－４ 常　勤:    1ス・ディー　代表取締 新規 現存
     (薬       1)役　廣瀨　泰三 平28.10. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   68031,046,2 函南ベリー薬局 〒419-0121 055-944-6146駿豆ヘルスケア株式会荒井　将人 平30. 5. 1 薬局
     田方郡函南町大竹１６８－６ 常　勤:    2社　代表取締役　荒井 交代 現存
     (薬       2)　将人 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   69040,042,0 宮川薬局 〒413-0232 0557-53-0086宮川　知子 宮川　知子 昭56. 2.15 薬局
     伊東市八幡野１１８９番１ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平27.12.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   70040,044,6 今井薬局 〒414-0044 0557(45)1769今井　景樹 今井　景樹 平元. 9.15 薬局
     伊東市川奈１１８２番地１９ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平28. 9.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   71040,046,1 イワサキ薬局 〒414-0021 0557-37-4812岩崎　真一郎 岩崎　真一郎 平 3. 7.15 薬局
     伊東市松原本町１２－２０ 常　勤:    1 休止
     (薬       1) 平24. 7.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   72041,008,0 有限会社マンヤ薬局 〒414-0001 0557(48)9227マンヤ薬局　福本　修福本　修己 昭46. 6. 1 薬局
     伊東市宇佐美１８１４ 常　勤:    2己 現存
     (薬       2) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   73041,009,8 株式会社　イトウ薬局〒414-0004 0557(37)6032株式会社　イトウ薬局杉村　明美 昭45. 7. 1 薬局
     　松原猪戸店 伊東市猪戸１－９－１４ 常　勤:    1　代表取締役　杉村　 現存
     (薬       1)博介 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   74041,011,4 新丁薬局 〒414-0003 0557(37)2314有限会社　新丁　代表前田　修 昭51. 3. 1 薬局
     伊東市中央町９番２２号 常　勤:    1取締役　前田　修 現存
     (薬       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   75041,016,3 テンゴ薬局　川奈店 〒414-0044 0557-45-4500有限会社　テンコ　代久保田　万里 平12. 6.30 薬局
     伊東市川奈１２２６－３１ 常　勤:    1表取締役　久保田　敏 移動 現存
     (薬       1)行 平30. 6.30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   76041,020,5 湧気薬局 〒414-0002 0557-36-5192有限会社　山下　代表小林　ちえほ 平21. 4. 6 薬局
     伊東市湯川１―４―１ 常　勤:    1取締役　小林　ちえほ 移動 現存
     (薬       1) 平27. 4. 6
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   77041,023,9 堀野薬局　宇佐美店 〒414-0001 0557-48-0709有限会社堀野薬局　代堀野　泰司 平11.10. 1 薬局
     伊東市宇佐美１９６８ー８ 常　勤:    3表取締役　堀野　泰司 移動 現存
     (薬       3) 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   78041,025,4 ながつき薬局 〒414-0002 0557-38-5627有限会社　ながつき　大橋　亜佐 平11.10. 1 薬局
     伊東市湯川１ー１１ー１４ 常　勤:    3代表取締役　岡部　敦 新規 現存
     (薬       3) 平29.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   79041,026,2 うさぎ薬局 〒413-0231 0557-33-6110株式会社　うさぎ薬局相良　祐治 平12. 1. 1 薬局
     伊東市富戸字先原１３１７ー５７常　勤:    5　代表取締役　白石　 新規 現存
     ２３ (薬       5)誠一郎 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   80041,027,0 あい薬局 〒414-0044 0557-45-2181有限会社　あさや商店稲葉　朝一 平13. 6. 7 薬局
     伊東市川奈１２５６ー１９１ 常　勤:    2　代表取締役　稲葉　 移動 現存
     (薬       2)朝一 平25. 6. 7
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   81041,028,8 有限会社　ふじみ薬局〒414-0045 0557-32-0071有限会社　ふじみ薬局岩村　勝 平13.11. 1 薬局
     伊東市玖須美元和田７２９－２３常　勤:    1　代表取締役　岩村　 新規 現存
     ９ (薬       1)勝 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   82041,029,6 メディオ薬局　宇佐美〒414-0001 0557-48-1166株式会社メディオ薬局和田　瞳 平14.12.15 薬局
     店 伊東市宇佐美１９３６－２９ 常　勤:    4　代表取締役　髙澤　 新規 現存
     (薬       4)貢 平26.12.15
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   83041,031,2 岩下薬局　吉田店 〒414-0051 0557-44-5156有限会社岩下調剤薬局後藤　美里 平16. 9. 1 薬局
     伊東市吉田５７３－１ 常　勤:    2　代表取締役　岩下　 新規 現存
     (薬       2)收 平28. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   84041,032,0 うさぎ薬局　和田店 〒414-0027 0557-36-7134株式会社　うさぎ薬局相良　多衣子 平17. 4. 1 薬局
     伊東市竹の内２－７－３ 常　勤:    4　代表取締役　白石　 新規 現存
     (薬       4)誠一郎 平29. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   85041,033,8 有限会社ハニービーフ〒413-0232 0557-54-3838有限会社ハニービーフ冨岡　勝世 平17. 8. 1 薬局
     ァーマシー　みつばち伊東市八幡野９６７－１９ 常　勤:    3ァーマシー　代表取締 新規 現存
     薬局 (薬       3)役　生駒　忠史 平29. 8. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   86041,034,6 ポプラ薬局　川奈店 〒414-0044 0557-44-4189ピーエフシー株式会社根本　治雄 平17.12. 1 薬局
     伊東市川奈１２２５－２５５ 常　勤:    7　代表取締役　小島　 新規 現存
     (薬       7)真 平29.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   87041,035,3 うさぎ薬局　岡店 〒414-0055 0557-35-5656株式会社　うさぎ薬局白石　誠一郎 平18. 6.15 薬局
     伊東市岡２１７－２５ 常　勤:   10　代表取締役　白石　 新規 現存
     (薬      10)誠一郎 平30. 6.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   88041,037,9 おおぞら薬局　みはら〒414-0055 0557-32-0801有限会社　おおぞら　宮本　友紀子 平18. 7.15 薬局
     し店 伊東市岡２１７－２８ 常　勤:    9代表取締役　安立　寿 新規 現存
     (薬       9)美子 平24. 7.15
     非常勤:    2
     (薬       2)
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   89041,039,5 こいぬ薬局 〒413-0232 0557-55-3232有限会社メディカルト鷲野　勉 平18.11. 1 薬局
     伊東市八幡野１１２７－１２３ 常　勤:    2ラスト　代表取締役　 新規 現存
     (薬       2)髙栁　俊也 平24.11. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   90041,040,3 ほりの薬局　瓶山店 〒414-0034 0557-38-5265有限会社　堀野薬局　堀野　昌子 平19. 7.15 薬局
     伊東市瓶山１－９－８ 常　勤:    1代表取締役　堀野　泰 新規 現存
     (薬       1)司 平25. 7.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   91041,041,1 オレンジ薬局 〒414-0002 0557-38-8852株式会社アイメディカ植松　清 平19. 8. 1 薬局
     伊東市湯川１－２－７ 常　勤:    1ル　代表取締役　大森 新規 現存
     (薬       1)　博明 平25. 8. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   92041,042,9 くるみ薬局　伊豆高原〒413-0232 0557-53-6464株式会社　シュターク小谷　淳 平19.12. 1 薬局
     店 伊東市八幡野１１９０－１ 常　勤:    2　代表取締役　板井　 交代 現存
     (薬       2)和広 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   93041,043,7 こいぬ薬局　玖須美元〒414-0045 0557-44-4114有限会社　メディカル鳴戸　昌樹 平20. 1.15 薬局
     和田店 伊東市玖須美元和田７１６－５８常　勤:    1トラスト　代表取締役 新規 現存
     ７ (薬       1)　髙栁　俊也 平26. 1.15
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   94041,044,5 うさぎ薬局　湯川店 〒414-0002 0557-32-2022株式会社鶴亀ファーマ小林　弘 平27. 9. 7 薬局
     伊東市湯川３－１１－１ 常　勤:    2シー　代表取締役　小 移動 現存
     (薬       2)林　弘 平27. 9. 7
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   95041,046,0 おひさま薬局 〒414-0024 0557-35-9130有限会社メディケア　野中　稔 平23.10. 1 薬局
     伊東市和田１－１２－２９ 常　勤:    2代表取締役　原田　雅 新規 現存
     (薬       2)也 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   96041,047,8 アサカ薬局 〒414-0046 0557-36-5405株式会社アサカ薬局　橋本　悦子 平23.12. 1 薬局
     伊東市大原３ー１５ー１７ 常　勤:    1代表取締役　橋本　政 交代 現存
     (薬       1)昭 平29.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
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   97041,048,6 アサカ薬局中央町店 〒414-0003 0557-32-1000株式会社アサカ薬局　大久保　千春 平23.12. 1 薬局
     伊東市中央町１３ー１３ 常　勤:    1代表取締役　橋本　政 交代 現存
     (薬       1)昭 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   98041,049,4 株式会社前島照子薬局〒414-0014 0557-35-9826株式会社前島照子薬局前島　照子 平25. 2. 1 薬局
     伊東市弥生町７－１７　スズキハ常　勤:    2　代表取締役　前島　 新規 現存
     イツ１Ｆ　Ｂ (薬       2)照子 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   99041,050,2 つばめ薬局 〒414-0022 0557-38-3390株式会社ツバメファー岩瀬　裕 平25. 8. 1 薬局
     伊東市東松原町１６－１７ 常　勤:    1マシー　岩瀬　史 新規 現存
     (薬       1) 平25. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  100041,051,0 たま薬局　伊東店 〒414-0051 0557-45-1725クオール株式会社　代井垣　幸子 平28. 4. 1 薬局
     伊東市吉田１２１ 常　勤:    2表取締役　中村　敬 交代 現存
     (薬       2) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  101041,052,8 ヒカリ薬局　やまもプ〒413-0232 0557-53-3300有限会社下田調剤セン河津　茂 平28. 5. 1 薬局
     ラザ店 伊東市八幡野１１８３ 常　勤:    2ター　代表取締役　酒 新規 現存
     (薬       2)井　雅典 平28. 5. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  102041,053,6 ウエルシア薬局　伊東〒414-0012 0557-32-3089ウエルシア薬局株式会木部　正子 平28.10. 1 薬局
     宝町店 伊東市宝町３－２ 常　勤:    1社　代表取締役　水野 新規 現存
     (薬       1)　秀晴 平28.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  103041,054,4 おおぞら薬局　荻店 〒414-0053 0557-52-3030有限会社　おおぞら　安立　寿美子 平29. 1. 1 薬局
     伊東市荻３９８－１３ 常　勤:    4代表取締役　安立　寿 新規 現存
     (薬       4)美子 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  104041,055,1 うさぎ薬局湯の花店 〒414-0002 0557-35-9222株式会社うさぎ薬局　細谷　正純 平29. 2. 1 薬局
     伊東市湯川１－１４－１３　　天常　勤:    2代表取締役　白石　誠 交代 現存
     満ビル１階 (薬       2)一郎 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  105041,056,9 クリエイト薬局伊東殿〒414-0045 0557-32-3211株式会社クリエイトエ竹山　隼人 平30. 1. 1 薬局
     山店 伊東市玖須美元和田７１６－８０常　勤:    2ス・ディー　代表取締 新規 現存
     ５ (薬       2)役　廣瀨　泰三 平30. 1. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  106051,001,2 株式会社岡田薬局 〒413-0015 0557(82)6111株式会社岡田薬局　代岡田　国一 昭47.10. 1 薬局
     熱海市中央町４番１８号 常　勤:    3表取締役　岡田　国一 現存
     (薬       3) 平28. 4.30
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  107051,011,1 メグミ薬局 〒413-0022 0557-83-3766有限会社　メグミ薬局佐藤　裕美 昭50. 6.15 薬局
     熱海市昭和町１３番２２号 常　勤:    1　代表取締役　高橋敏 現存
     (薬       1)雄 平29. 6.15
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  108051,017,8 有限会社　高橋薬局 〒413-0021 0557-81-4478有限会社　高橋薬局　高橋　秀和 平 2. 3. 1 薬局
     熱海市清水町１－１６ 常　勤:    1代表取締役　高橋　秀 現存
     (薬       1)和 平29. 3. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  109051,018,6 合資会社　杉本薬局 〒413-0013 0557(81)2231合資会社　杉本薬局　杉本　一郎 平 3. 8. 1 薬局
     熱海市銀座町１０番１８号 常　勤:    1代表社員　杉本　一郎 現存
     (薬       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  110051,019,4 かもめ薬局 〒413-0011 0557(85)4666株式会社　スペース・鈴木　康一郎 平 6. 5.15 薬局
     熱海市田原本町９番１号熱海駅前常　勤:    3エーピーエー　代表取 現存
     第一ビル２Ｆ (薬       3)締役　鈴木　康一郎 平30. 5.15
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  111051,022,8 スミレ薬局 〒413-0022 0557-81-8833株式会社ライラック　鈴木　祐一 平13.11. 1 薬局
     熱海市昭和町２０－１４ 常　勤:    5代表取締役　藤本　智 移動 現存
     (薬       5)志 平25.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  112051,024,4 今木薬局 〒413-0021 0557-86-0855有限会社今木薬局　代石井　寿一 平26. 5. 6 薬局
     熱海市清水町１－１５　熱海ニュ常　勤:    3表取締役　今木　勝敏 移動 現存
     ーメディアビル１階 (薬       3) 平26. 5. 6
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  113051,028,5 ユーアイ薬局 〒413-0015 0557-86-1080有限会社ユーアイ　代宇居　宏樹 平19. 3. 1 薬局
     熱海市中央町１８－３ 常　勤:    3表取締役社長　宇居　 新規 現存
     (薬       3)宏樹 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  114051,029,3 ながつき薬局　熱海店〒413-0011 0557-82-3123有限会社　ながつき　岡部　敦 平20. 5. 1 薬局
     熱海市田原本町９－１　　熱海第常　勤:    2取締役　岡部　敦 新規 現存
     一ビル　１階 (薬       2) 平26. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  115051,030,1 みらい薬局 〒413-0011 0557-85-3377株式会社　スペース・鈴木　康夫 平22. 7. 1 薬局
     熱海市田原本町９－１　熱海第一常　勤:    1エーピーエー　代表取 新規 現存
     ビル４Ｆ　４０２ (薬       1)締役　鈴木　康一郎 平28. 7. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  116051,031,9 うさぎ薬局　下多賀店〒413-0102 0557-68-1199株式会社うさぎ薬局　佐藤　貴洋 平24. 5. 1 薬局
     熱海市下多賀４８１－１５ 常　勤:    1代表取締役　白石　誠 交代 現存
     (薬       1)一郎 平30. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  117051,032,7 株式会社　秋本薬局 〒413-0021 0557(82)4193株式会社秋本薬局　代秋本　佳秀 平24. 7. 1 薬局
     熱海市清水町８－９ 常　勤:    3表取締役　秋本　佳秀 組織変更 現存
     (薬       3) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  118051,033,5 共創未来　伊豆多賀薬〒413-0101 0557-87-1212株式会社ファーマみら浅野　一幾 平25.11. 1 薬局
     局 熱海市上多賀字小山田１８９－９常　勤:    1い　代表取締役　清原 交代 現存
     (薬       1)　陽子 平25.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  119051,034,3 あすなろ薬局 〒413-0011 0557-83-5813株式会社あすなろ　代森　佳美 平27. 2. 1 薬局
     熱海市田原本町９－１　第一ビル常　勤:    1表取締役　森　佳美 新規 現存
     １Ｆ１０８号 (薬       1) 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  120051,035,0 たま薬局　熱海店 〒413-0021 0557-85-6321クオール株式会社　代玉内　多栄子 平28. 4. 1 薬局
     熱海市清水町２４ー１ 常　勤:    1表取締役　中村　敬 交代 現存
     (薬       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  121051,036,8 ウエルシア薬局　熱海〒413-0015 0557-86-5089ウエルシア薬局株式会吉野　龍太朗 平29. 7. 1 薬局
     中央店 熱海市中央町１９－３９　２階 常　勤:    3社　代表取締役　水野 新規 現存
     (薬       3)　秀晴 平29. 7. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  122051,037,6 ウエルシア薬局ラスカ〒413-0011 0557-81-0089ウエルシア薬局株式会平岡　惠二 平30. 2. 1 薬局
     熱海店 熱海市田原本町１１－１　２階 常　勤:    1社　代表取締役　水野 新規 現存
     (薬       1)　秀晴 平30. 2. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  123060,013,6 ヤマガタ薬局 〒411-0855 0559(75)2193佐藤　さち子 佐藤　さち子 平10. 5.27 薬局
     三島市本町６ー３４ 常　勤:    1 移動 現存
     (薬       1) 平28. 5.27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  124060,020,1 菊地薬局 〒411-0832 055-976-4118菊地　八重子 小針　容美 平25. 1.11 薬局
     三島市南二日町２２－１ 常　勤:    2 移動 現存
     (薬       2) 平25. 1.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  125060,025,0 漢方薬局養心堂 〒411-0845 0559(71)4434水田　壽嘉 水田　壽嘉 昭52. 5. 1 薬局
     三島市加屋町１番２６号 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  126060,039,1 三島薬局 〒411-0854 0559(75)0240芹澤　嘉子 芹澤　嘉子 平 5.12. 7 薬局
     三島市北田町２番２０号 常　勤:    2 現存
     (薬       2) 平29.12. 7
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  127060,043,3 小林薬局 〒411-0033 055-988-5253小林　泉 小林　泉 平18. 7.15 薬局
     三島市文教町２－１－２８ 常　勤:    3 新規 現存
     (薬       3) 平24. 7.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  128061,009,3 有限会社　大洋堂薬局〒411-0854 055-975-1228有限会社　大洋堂薬局栢原　和香 平19. 5. 1 薬局
     三島市北田町４－２１ 常　勤:    3　代表取締役　勝又　 移動 現存
     (薬       3)壯一 平25. 5. 1
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  129061,012,7 有限会社　あかし薬局〒411-0032 0559-86-4486有限会社　あかし薬局明石　多美子 昭55. 2.15 薬局
     三島市末広町３番１号 常　勤:    2　代表取締役　明石　 現存
     (薬       2)文吾 平28. 2.15
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  130061,018,4 有限会社岡本薬局 〒411-0035 0559(72)5191有限会社　岡本調剤薬浅沼　恭子 昭62. 4.15 薬局
     三島市大宮町３丁目１６番６号 常　勤:    3局　代表取締役　秋山 現存
     (薬       3)　茂 平29. 4.15
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  131061,024,2 さの薬局 〒411-0037 0559(71)9123有限会社　イーストハ佐野　光代 平 3. 7. 1 薬局
     三島市泉町１０番５号 常　勤:    7ウス　代表取締役　佐 現存
     (薬       7)野　喜久 平24. 7. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  132061,025,9 有限会社　土佐谷薬局〒411-0822 0559-81-2448有限会社　土佐谷薬局土佐谷　純子 平 4. 2.15 薬局
     三島市松本２－４ 常　勤:    1　代表取締役　土佐谷 現存
     (薬       1)　純子 平28. 2.15
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  133061,027,5 加茂川町支店丸屋薬局〒411-0034 0559(81)5010丸屋薬局株式会社　代関　浩芳 平 5. 5.15 薬局
     三島市加茂川町２２番１４号 常　勤:    3表取締役　山本　勝宏 現存
     (薬       3) 平29. 5.15
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  134061,029,1 ことぶき薬局 〒411-0816 0559(77)6024有限会社　静岡健康企林　昭文 平 5.10. 1 薬局
     三島市梅名６１３番地の２ 常　勤:    4画　代表取締役　三室 現存
     (薬       4)　良子 平29.10. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  135061,030,9 さの薬局長伏 〒411-0824 0559(77)0035有限会社　イーストハ佐野　喜久 平 5.10.15 薬局
     三島市長伏２２６－２０ 常　勤:    4ウス　代表取締役　佐 現存
     (薬       4)野　喜久 平29.10.15
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  136061,032,5 御園薬局 〒411-0823 0559-77-7080大雄　株式会社　代表志村　信子 平 6. 8.15 薬局
     三島市御園４７１－１２ 常　勤:    5取締役　杉浦　雄治 新規 現存
     (薬       5) 平24. 8.15
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  137061,034,1 エンジュ　薬局 〒411-0031 055-987-3434有限会社　圓寿　代表成川　奈緒 平20. 1.15 薬局
     三島市幸原町２－３－５ 常　勤:    3取締役　成川　奈緒 移動 現存
     (薬       3) 平26. 1.15
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  138061,035,8 薬局ユニオン 〒411-0831 0559-73-6767株式会社ベルツリー　中村　桃子 平 7. 7. 1 薬局
     三島市東本町１ー２ー６　英光ビ常　勤:    7代表取締役　岩田　要 新規 現存
     ル　１０７号 (薬       7)一 平28. 7. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  139061,037,4 丸屋薬局株式会社 〒411-0853 0559-75-0626丸屋薬局　株式会社　山本　勝宏 平 8. 4. 1 薬局
     三島市大社町１ー３３ 常　勤:    1代表取締役　山本　勝 新規 現存
     (薬       1)宏 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  140061,038,2 あかし薬局　川原ケ谷〒411-0022 055-972-7579有限会社　あかし薬局岩本　かずみ 平 8. 9.15 薬局
     店 三島市川原ケ谷１０８ 常　勤:    3　代表取締役　明石　 新規 現存
     (薬       3)文吾 平29. 9.15
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  141061,039,0 ポプラ薬局　三島徳倉〒411-0044 0559-80-0021ピーエフシー株式会社重信　香代子 平 8. 9.15 薬局
     店 三島市徳倉４ー１３ー１９ 常　勤:    1　代表取締役　小島　 新規 現存
     (薬       1)真 平29. 9.15
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  142061,043,2 アリスすずき薬局 〒411-0856 0559-75-6868株式会社エヌエスピー井出　大介 平10. 3.15 薬局
     三島市広小路町１２ー１４ 常　勤:    5　代表取締役　鈴木　 新規 現存
     (薬       5)典之 平28. 3.15
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  143061,044,0 エコー薬局 〒411-0801 0559-81-6644有限会社　慧光　代表山越　文仁 平10. 4.15 薬局
     三島市谷田字中小山１０１ 常　勤:    4取締役　室伏　昭 新規 現存
     (薬       4) 平28. 4.15
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  144061,045,7 有限会社　大洋堂薬局〒411-0846 055-983-3166有限会社　大洋堂薬局露木　和仁 平10. 5. 1 薬局
     栄町店 三島市栄町１２ー５ 常　勤:    2　代表取締役　勝又　 新規 現存
     (薬       2)壯一 平28. 5. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  145061,047,3 有限会社プレッソ　グ〒411-0037 0559-81-1106有限会社　プレッソ　秋山　久華 平10. 3.25 薬局
     リーン薬局　三島泉町三島市泉町２ー１１ 常　勤:    2代表取締役　秋山　治 交代 現存
     店 (薬       2)良 平28. 3.25
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  146061,048,1 有限会社慧光　あかね〒411-0831 0559-83-5000有限会社　慧光　代表市川　 治 平11. 1. 1 薬局
     薬局 三島市東本町２ー１ー１４ 常　勤:    3取締役　室伏　昭 新規 現存
     (薬       3) 平29. 1. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  147061,049,9 エンゼル薬局　三島店〒411-0045 0559-86-0120有限会社　泰和　取締鈴木　惠子 平18. 3.20 薬局
     三島市萩１９１ 常　勤:    1役　野村政春 移動 現存
     (薬       1) 平30. 3.20
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  148061,050,7 おひさま薬局 〒411-0045 0559-80-4646有限会社　メディケア田嶋　ゆかり 平11. 2.15 薬局
     三島市萩２８３ー３ 常　勤:    6　代表取締役　原田　 新規 現存
     (薬       6)雅也 平29. 2.15
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  149061,051,5 仁科薬局　三島店 〒411-0847 055-981-5411有限会社仁科薬局　代土屋　順一 平25.12.22 薬局
     三島市西本町２－１ 常　勤:    2表取締役　高橋　京子 移動 現存
     (薬       2) 平25.12.22
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  150061,052,3 ポプラ薬局　東本町店〒411-0831 0559-91-2181ピーエフシー株式会社小島　章子 平12. 3.15 薬局
     三島市東本町１ー１６ー２９ 常　勤:    1　代表取締役　小島　 新規 現存
     (薬       1)真 平30. 3.15
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  151061,054,9 メイプル薬局　三島店〒411-0831 0559-91-5050有限会社メイプル　代髙木　貴子 平13.12. 1 薬局
     三島市東本町２丁目４－３３ 常　勤:    1表取締役　遠藤　篤 新規 現存
     (薬       1) 平25.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  152061,055,6 めぐみ薬局 〒411-0803 055-982-5660有限会社　函南鈴木調青木　晶子 平14. 3.15 薬局
     三島市大場３９９－４ 常　勤:    1剤薬局　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)鈴木　真知子 平26. 3.15
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  153061,058,0 ながいき薬局 〒411-0801 055-983-5030有限会社　チャルタ　長木　ゆみ子 平16. 3. 8 薬局
     三島市谷田字和田２３３ー１７ 常　勤:    2代表取締役　長木　ゆ 組織変更 現存
     (薬       2)み子 平28. 3. 8
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  154061,059,8 ポプラ薬局　壱町田店〒411-0025 055-980-4100ピーエフシー株式会社渡邉　雅彦 平17. 6.15 薬局
     三島市壱町田７８－１ 常　勤:    2　代表取締役　小島　 新規 現存
     (薬       2)真 平29. 6.15
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  155061,063,0 ポプラ薬局　玉川店 〒411-0835 055-991-7070ピーエフシー株式会社白倉　史郎 平18. 4. 1 薬局
     三島市玉川４１３ 常　勤:    1　代表取締役　小島　 交代 現存
     (薬       1)真 平30. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  156061,064,8 長伏つばさ薬局 〒411-0824 055-982-6700株式会社アイエス　代後藤　孝夫 平18.10. 1 薬局
     三島市長伏２２４－１２ 常　勤:    3表取締役　岩田　要一 新規 現存
     (薬       3) 平24.10. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  157061,067,1 かわせみ薬局 〒411-0822 055-960-9911有限会社ひばり薬局　渡邊　仁 平25. 9.30 薬局
     三島市松本２９３－１６ 常　勤:    2代表取締役　小林　孝 移動 現存
     (薬       2)幸 平25. 9.30
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  158061,070,5 有限会社大洋堂薬局芝〒411-0857 055-946-5400有限会社大洋堂薬局　木村　伊都子 平24. 4. 1 薬局
     本町店 三島市芝本町１１－２７ 常　勤:    2代表取締役　勝又　壯 新規 現存
     (薬       2)一 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  159061,071,3 あおぞら薬局 〒411-0036 055-983-6117株式会社メディカルサ湯川　直哉 平26. 9. 1 薬局
     三島市一番町１３－１１　ヒルト常　勤:    3ポート　代表取締役　 移動 現存
     ップ壱番町１階 (薬       3)湯川　直哉 平26. 9. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  160061,073,9 有限会社大洋堂薬局谷〒411-0801 055-946-6213有限会社大洋堂薬局　宮代　幸代 平25. 5. 1 薬局
     田店 三島市谷田２３１－１ 常　勤:    3代表取締役　勝又　壯 新規 現存
     (薬       3)一 平25. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  161061,074,7 アリス薬局梅名店 〒411-0816 055-982-6262株式会社　ウッディベ向笠　達也 平25. 7. 1 薬局
     三島市梅名４４０－１０ 常　勤:    1ル　代表取締役　山田 新規 現存
     (薬       1)　慎二 平25. 7. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  162061,075,4 メイプル薬局三島東町〒411-0852 055-991-2800有限会社メイプル　代中谷　顕英 平25. 7. 1 薬局
     店 三島市東町１－２０ 常　勤:    1表取締役　遠藤　篤 新規 現存
     (薬       1) 平25. 7. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  163061,077,0 ポプラ薬局　萩店 〒411-0045 055-980-5955ピーエフシー株式会社石飛　喜郎 平26. 4. 1 薬局
     三島市萩２５９－４ 常　勤:    1　代表取締役　小島　 新規 現存
     (薬       1)真 平26. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  164061,079,6 ふたば薬局 〒411-0039 055-973-3477エイコー株式会社　代鈴木　裕子 平26. 6. 1 薬局
     三島市寿町３－３８ 常　勤:    3表取締役　井口　英三 新規 現存
     (薬       3) 平26. 6. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  165061,080,4 メディオ薬局三島南町〒411-0842 055-983-5555株式会社メディオ薬局髙木　咲子 平26. 9. 1 薬局
     店 三島市南町８－９ 常　勤:    1　代表取締役　髙澤　 新規 現存
     (薬       1)貢 平26. 9. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  166061,081,2 ウエルシア薬局三島徳〒411-0044 055-980-4838ウエルシア薬局株式会高橋　裕輝 平26. 9. 1 薬局
     倉店 三島市徳倉１－１６－３９ 常　勤:    1社　代表取締役　水野 交代 現存
     (薬       1)　秀晴 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  167061,082,0 さくら薬局　三島光ケ〒411-0029 055-986-0703クラフト株式会社　代並木　杏奈 平26.11. 1 薬局
     丘店 三島市光ケ丘１９－２５ 常　勤:    2表取締役　大塚　吉史 交代 現存
     (薬       2) 平26.11. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  168061,084,6 きりん薬局 〒411-0845 055-972-3278有限会社岩下調剤薬局藤田　恭子 平27. 3. 1 薬局
     三島市加屋町３－１５ 常　勤:    2　代表取締役　岩下　 交代 現存
     (薬       2)收 平27. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  169061,085,3 原田薬局広小路店 〒411-0856 055-941-6420有限会社原田薬局　代服部　雄太 平27. 7. 1 薬局
     三島市広小路町６－２２ 常　勤:    3表取締役　原田　義次 新規 現存
     (薬       3) 平27. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  170061,086,1 こいぬ薬局三島平田店〒411-0821 055-991-0166有限会社メディカルト菊地　貴紀 平28. 4. 1 薬局
     三島市平田１８５－４ 常　勤:    1ラスト　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)髙栁　俊也 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  171061,087,9 ユーアイ薬局三島駅前〒411-0036 055-941-7967有限会社ユーアイ　代比留間　勲 平28. 4. 1 薬局
     店 三島市一番町１５－２１マスダビ常　勤:    1表取締役　宇居　宏樹 新規 現存
     ル２階２０１ (薬       1) 平28. 4. 1
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  172061,088,7 本町タワー薬局 〒411-0855 055-943-7703株式会社エス・エイ　林　達敏 平28. 6. 1 薬局
     三島市本町３－２９　本町タワー常　勤:    1代表取締役　杉浦　雄 新規 現存
     ３階 (薬       1)治 平28. 6. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  173061,089,5 ウエルシア薬局　三島〒411-0856 055-983-2889ウエルシア薬局株式会池田　夏実 平28. 9. 1 薬局
     広小路店 三島市広小路町１３－４ 常　勤:    5社　代表取締役　水野 交代 現存
     (薬       5)　秀晴 平28. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  174061,090,3 ウエルシア薬局　三島〒411-0856 055-976-5353ウエルシア薬局株式会宮崎　功一 平28. 9. 1 薬局
     広小路西店 三島市広小路町８ー１９ 常　勤:    5社　代表取締役　水野 交代 現存
     (薬       5)　秀晴 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  175061,091,1 きずな薬局徳倉店 〒411-0025 055-988-4193株式会社フォーエス　萩原　隆文 平28.11. 1 薬局
     三島市壱町田２６１－３ 常　勤:    1代表取締役　瀬角　隆 新規 現存
     (薬       1)洋 平28.11. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  176061,092,9 ウエルシア薬局　三島〒411-0024 055-983-2289ウエルシア薬局株式会贄田　陽丞 平29. 3. 1 薬局
     加茂川店 三島市若松町４３４９－１ 常　勤:    2社　代表取締役　水野 新規 現存
     (薬       2)　秀晴 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  177061,093,7 みしま岩田薬局 〒411-0036 055-973-0844株式会社ＡＱＵＡ　代藤原　進一 平29. 4. 1 薬局
     三島市一番町１７－５０ 常　勤:    5表取締役　藤原　進一 交代 現存
     (薬       5) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  178061,094,5 きずな薬局東本町店 〒411-0831 055-983-1500株式会社フォーエス　鈴木　麻希 平29. 5. 1 薬局
     三島市東本町１－１６－５ 常　勤:    1代表取締役　瀬角　隆 新規 現存
     (薬       1)洋 平29. 5. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  179061,096,0 クリエイト薬局三島萩〒411-0044 055-980-6531株式会社クリエイトエ金子　真人 平29.11. 1 薬局
     店 三島市徳倉８７９－１ 常　勤:    1ス・ディー　代表取締 新規 現存
     (薬       1)役　廣瀨　泰三 平29.11. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  180061,097,8 三島ベリー薬局 〒411-0033 055-946-5967駿豆ヘルスケア株式会谷澤　千佳子 平30. 5. 1 薬局
     三島市文教町１－２－１２ 常　勤:    2社　代表取締役　荒井 交代 現存
     (薬       2)　将人 平30. 5. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  181061,098,6 原田薬局　谷田店 〒411-0801 055-991-1600ＧＯＯＤ　ＡＩＤ株式面田　有希子 平30. 5. 1 薬局
     三島市谷田５０７－１１ 常　勤:    1会社　代表取締役　服 交代 現存
     (薬       1)部　雄太 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  182071,001,8 若葉薬局 〒410-2405 0558-73-1699エイコー株式会社　代神長　篤 平20. 5. 1 薬局
     伊豆市加殿４６－１９ 常　勤:    3表取締役　井口　英三 新規 現存
     (薬       3) 平26. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  183071,002,6 原田薬局　修善寺店 〒410-2407 0558-72-2008有限会社　原田薬局　菊地　欣昭 平21. 1. 1 薬局
     伊豆市柏久保６３６－１１ 常　勤:    6代表取締役　原田　義 新規 現存
     (薬       6)次 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  184071,003,4 グリーン原田薬局 〒410-2504 0558-75-2025合同会社　ケミスト伊原田　克己 平27. 8.27 薬局
     伊豆市関野２９ー１ 常　勤:    1豆　代表社員　原田　 交代 現存
     (薬       1)克己 平27. 8.27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  185071,005,9 ウエルシア薬局　伊豆〒410-2407 0558-74-2890ウエルシア薬局株式会長倉　和美 平28. 9. 1 薬局
     修善寺店 伊豆市柏久保１３１１ 常　勤:    4社　代表取締役　水野 交代 現存
     (薬       4)　秀晴 平28. 9. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  186071,006,7 はるな薬局　修善寺店〒410-2407 0558-88-9321株式会社ウェルネスサ菊地　欣昭 平30. 5. 1 薬局
     伊豆市柏久保６３６－４ 常　勤:    3ポート　代表取締役　 新規 現存
     (薬       3)津吹　慎一 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  187071,007,5 諏訪薬局月ヶ瀬店 〒410-3215 0558-75-8388諏訪堂株式会社　代表稲木　裕麻 平30. 5. 1 薬局
     伊豆市月ケ瀬３７８ー６ 常　勤:    1取締役　諏訪　正彦 交代 現存
     (薬       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  188071,008,3 諏訪薬局土肥店 〒410-3302 0558-97-3022諏訪堂株式会社　代表諏訪　正彦 平30. 5. 1 薬局
     伊豆市土肥４４９－４ 常　勤:    1取締役　諏訪　正彦 交代 現存
     (薬       1) 平30. 5. 1
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  189080,001,7 おちあい薬局　田京店〒410-2315 0558(76)3775落合　裕子 落合　裕子 平19. 3. 6 薬局
     伊豆の国市田京１４４－１ 常　勤:    1 交代 現存
     (薬       1) 平25. 3. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  190080,003,3 おちあい薬局 〒410-2315 0558(76)1280落合　裕子 落合　俊介 平19. 3. 6 薬局
     伊豆の国市田京３０２－３２ 常　勤:    3 交代 現存
     (薬       3) 平25. 3. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  191081,001,6 ももの木薬局 〒410-2315 0558-76-6868有限会社エフエイト　永瀬　秀子 平17.11.15 薬局
     伊豆の国市田京１６５－１７ 常　勤:    6代表取締役　永瀬　知 新規 現存
     (薬       6)彦 平29.11.15
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  192081,004,0 こいぬ薬局大仁店 〒410-2322 0558-75-0888有限会社メディカルト竹村　晃宣 平25.10. 1 薬局
     伊豆の国市吉田１４６－１ 常　勤:    1ラスト　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)髙栁　俊也 平25.10. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  193081,005,7 いろは薬局 〒410-2123 055-948-9561ハーモニーフィールド朝倉　啓太 平28. 4. 1 薬局
     伊豆の国市四日町８５－４ 常　勤:    1株式会社　代表取締役 新規 現存
     (薬       1)　和田　知之 平28. 4. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  194081,006,5 はあと薬局伊豆長岡店〒410-2211 055-947-2228株式会社ワイエス　代藤野　久恵 平29. 1. 1 薬局
     伊豆の国市長岡８８８ 常　勤:    2表取締役　蛭田　隆之 交代 現存
     (薬       2) 平29. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  195081,007,3 こな薬局 〒410-2201 055-948-6720ハーモニーフィールド鈴木　真吾 平29.10. 1 薬局
     伊豆の国市古奈２０９－２ 常　勤:    1株式会社　代表取締役 交代 現存
     (薬       1)　和田　知之 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  196110,048,2 ヨシムラ薬局 〒410-0801 0559(63)1487吉邨　太津子 吉邨　太津子 昭47. 6. 1 薬局
     沼津市大手町４丁目５番１９号 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  197110,074,8 ペンギン薬局 〒410-0875 0559(66)4079渡辺　忍 渡辺　忍 昭49.11. 1 薬局
     沼津市今沢５０８－１１ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  198110,083,9 小池薬局 〒410-0314 0559-66-0628小池　高秋 小池　高秋 昭53. 6.15 薬局
     沼津市一本松３９７ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平29. 6.15
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  199110,087,0 堀内薬局 〒410-0804 0559(62)2693堀内　淑江 堀内　淑江 昭55.10.15 薬局
     沼津市西条町１００ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平28.10.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  200110,103,5 二ツ谷薬局 〒410-0037 0559-62-2039山形　秀実 山形　秀実 平 9. 3.31 薬局
     沼津市三枚橋町４ー１５ 常　勤:    3 移動 現存
     (薬       3) 平30. 3.31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  201110,118,3 大嶋薬局 〒410-0303 0559-68-1600大嶋　裕美 大嶋　裕美 平 8.12. 1 薬局
     沼津市西椎路９３ー１０ 常　勤:    3 新規 現存
     (薬       3) 平29.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  202110,120,9 トーゴー薬局 〒410-0012 0559-20-9860佐藤　哲哉 佐藤　玲子 平13. 3.13 薬局
     沼津市岡一色５７４ー５ 常　勤:    3 移動 現存
     (薬       3) 平25. 3.13
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  203110,124,1 鈴木薬局 〒410-0046 0559-21-4112鈴木　典之 鈴木　典之 平12. 5. 1 薬局
     沼津市米山町１２ー４８ 常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  204110,125,8 トーゴー薬局大岡店 〒410-0022 055-952-5681佐藤　哲哉 佐藤　哲哉 平17. 7. 1 薬局
     沼津市大岡１６９６－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  205111,012,7 有限会社　大成堂薬局〒410-0101 0559(39)0402有限会社　大成堂薬局森川　博子 昭47.10. 1 薬局
     沼津市多比１－８ 常　勤:    1　代表取締役　森川　 現存
     (薬       1)博子 平29.10. 1
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  206111,019,2 有限会社　香貫薬局 〒410-0832 055-931-6355有限会社　香貫薬局　加藤　明英 平28. 2. 1 薬局
     沼津市御幸町５ー２５ 常　勤:    2代表取締役　山本　泰 移動 現存
     (薬       2) 平28. 2. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  207111,029,1 小島薬局　本店 〒410-0007 055-922-0582株式会社小島薬局　代本多　健太郎 平29. 9.23 薬局
     沼津市西沢田３３５－１ 常　勤:   11表取締役　小島　晃 移動 現存
     (薬      11) 平29. 9.23
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  208111,034,1 岩下薬局　住吉店 〒410-0816 0559(34)1513有限会社岩下調剤薬局小栗　康代 昭61.11. 1 薬局
     沼津市住吉町８－１ 常　勤:    2　代表取締役　岩下　 現存
     (薬       2)收 平28.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  209111,035,8 カツマタ薬局 〒410-0022 0559(21)7877株式会社カツマタ　代勝又　和子 昭61.11. 1 薬局
     沼津市大岡１９７５番３３号 常　勤:    1表取締役　勝又　康充 現存
     (薬       1) 平28.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  210111,036,6 すずらん薬局　高島町〒410-0056 0559-22-2929株式会社　スクエアコ鈴木　雅司 平15. 5. 6 薬局
     店 沼津市高島町２４－７ 常　勤:    1ーポレーション　代表 移動 現存
     (薬       1)取締役　鈴木　雅司 平27. 5. 6
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  211111,038,2 大雄　株式会社　本郷〒410-0817 0559(33)1193大雄　株式会社　代表坪内　正昭 昭64. 1. 1 薬局
     薬局 沼津市本郷町５番９号 常　勤:    3取締役　杉浦雄治 現存
     (薬       3) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  212111,039,0 株式会社渡辺薬品店　〒410-0311 0559(66)8856株式会社渡辺薬品店　渡邉　光雄 平元. 5.15 薬局
     ワタナベ薬局 沼津市原町中２丁目１４番地３４常　勤:    3代表取締役　渡辺　光 現存
     (薬       3)雄 平28. 5.15
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  213111,042,4 有限会社　筒井町薬局〒410-0041 0559-24-4660有限会社　筒井町薬局小林　恵美子 平 2. 2. 1 薬局
     沼津市筒井町１－１２ 常　勤:    1　代表取締役　小林　 現存
     (薬       1)恵美子 平29. 2. 1
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  214111,050,7 とやま薬局大岡店 〒410-0022 0559-21-9923有限会社　とやま薬局青山　さよ子 平 6. 8. 1 薬局
     沼津市大岡２４４５－１２ 常　勤:    1　代表取締役　青山　 組織変更 現存
     (薬       1)一仁 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  215111,054,9 有限会社　ミス薬局 〒410-0805 0559(62)8618有限会社ミス薬局　代戸谷　千春 平 7.10.19 薬局
     沼津市白銀町６番７号 常　勤:    3表取締役　阿部　庸江 組織変更 現存
     (薬       3) 平28.10.19
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  216111,064,8 （株）渡辺薬品店　ワ〒410-0807 0559-62-3779株式会社　渡辺薬品店渡辺　静香 平 9. 4. 1 薬局
     タナベ薬局錦町店 沼津市本錦町６５４ー１ 常　勤:    3　代表取締役　渡邉　 新規 現存
     (薬       3)光雄 平30. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  217111,066,3 一般社団法人　沼津薬〒410-0302 0559-27-2076一般社団法人沼津薬剤井手　千重 平 9. 7. 1 薬局
     剤師会　支援センター沼津市東椎路字春ノ木５４９ー１常　勤:    7師会　会長　渡辺　好 新規 現存
     薬局 (薬       7)司 平24. 7. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  218111,068,9 緑ケ丘薬局 〒410-0063 0559-27-2311株式会社カツマタ　代長谷　宏子 平 9.12. 1 薬局
     沼津市緑ケ丘１ー２ 常　勤:    3表取締役　勝又　康充 新規 現存
     (薬       3) 平27.12. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  219111,069,7 メディオ薬局　根古屋〒410-0309 055-967-9779株式会社メディオ薬局三澤　健 平20.11.25 薬局
     店 沼津市根古屋３０８－１ 常　勤:    2　代表取締役　髙澤　 移動 現存
     (薬       2)貢 平26.11.25
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  220111,072,1 ひとみ薬局 〒410-0836 0559-35-1451有限会社　エムワイ　加藤　千明 平10. 3. 1 薬局
     沼津市吉田町２５ー１８川口屋ビ常　勤:    4代表取締役　小嶋　勝 新規 現存
     ル１ーＤ (薬       4)巳 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  221111,074,7 メディオ薬局　高沢町〒410-0057 055-926-7272株式会社メディオ薬局杉本　洋祐 平15.11.10 薬局
     店 沼津市高沢町６－２１ 常　勤:    4　代表取締役　髙澤　 移動 現存
     (薬       4)貢 平27.11.10
     非常勤:   14
     (薬      14)
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  222111,075,4 花園薬局 〒410-0065 0559-27-3139株式会社カツマタ　代川口　宏子 平10. 7. 1 薬局
     沼津市花園町２ー１ 常　勤:    3表取締役　勝又　康充 新規 現存
     (薬       3) 平28. 7. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  223111,076,2 さんさん薬局 〒410-0022 0559-54-3300有限会社ミス薬局　代高橋　智恵子 平10. 9. 1 薬局
     沼津市大岡１３９９ー１ 常　勤:    3表取締役　阿部　庸江 新規 現存
     (薬       3) 平28. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  224111,077,0 ゆめ薬局 〒410-0853 0559-52-2979有限会社　ゆめ薬局　鴨川　幸弘 平10. 9. 1 薬局
     沼津市常盤町３ー２０ 常　勤:    2代表取締役　鴨川　幸 新規 現存
     (薬       2)弘 平28. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  225111,079,6 一隆堂薬局　共栄町店〒410-0064 0559(23)7875有限会社　一隆堂薬局渡辺　好司 平13. 7. 1 薬局
     沼津市共栄町１０ー２ 常　勤:    4　代表取締役　渡辺　 移動 現存
     (薬       4)好司 平25. 7. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  226111,082,0 むつごろう薬局　江川〒410-0823 0559-34-3093有限会社むつごろう薬小谷　郁代 平10.12. 1 薬局
     町店 沼津市我入道江川２２ー１４ 常　勤:    2局　代表取締役　鈴木 組織変更 現存
     (薬       2)　寛彦 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  227111,083,8 メディオ薬局　大岡下〒410-0022 0559-54-1111株式会社メディオ薬局野田　一樹 平22. 6.21 薬局
     石田店 沼津市大岡１１５８ 常　勤:    2　代表取締役　髙澤　 移動 現存
     (薬       2)貢 平28. 6.21
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  228111,087,9 みどり愛生薬局 〒410-0312 0559-69-3021株式会社東京みどり薬松永　卓也 平13. 5. 1 薬局
     沼津市原２８４ー４ 常　勤:    1局　代表取締役　松永 新規 現存
     (薬       1)　卓也 平25. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  229111,088,7 陽だまり薬局 〒410-0863 0559-64-6855有限会社　メディケア山口　万里子 平13. 5. 1 薬局
     沼津市下一丁田８７８ー２ 常　勤:    2　代表取締役　木野　 新規 現存
     (薬       2)篤 平25. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  230111,091,1 アリス薬局　牛臥店 〒410-0822 0559-34-6767株式会社エヌエスピー田代　知子 平13. 7.15 薬局
     沼津市下香貫３０７８ー４ 常　勤:    3　代表取締役　鈴木　 新規 現存
     (薬       3)典之 平25. 7.15
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  231111,094,5 つばさ薬局あしたか店〒410-0303 055-968-1010株式会社鈴木薬局　代興津　浩司 平25. 2. 1 薬局
     沼津市西椎路８８－１ 常　勤:    2表取締役　鈴木　典之 移動 現存
     (薬       2) 平25. 2. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  232111,095,2 トマト薬局 〒410-0866 0559-54-3000有限会社　トマト薬局八代　智子 平14.11.12 薬局
     沼津市市道町１２ー３１パークウ常　勤:    2　取締役　町田　勇司 組織変更 現存
     エスト吉田１Ｆ (薬       2) 平26.11.12
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  233111,096,0 サンライズ薬局　大岡〒410-0022 055-927-2755有限会社　サンライズ八田　朋和 平15. 2. 1 薬局
     店 沼津市大岡２８５２－２ 常　勤:    8　代表取締役　竹下　 新規 現存
     (薬       8)慎一 平27. 2. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  234111,097,8 メイプル薬局　大岡店〒410-0022 055-954-2033有限会社メイプル　代春田　晴美 平15. 3. 1 薬局
     沼津市大岡１０６６－３ 常　勤:    3表取締役　遠藤　篤 新規 現存
     (薬       3) 平27. 3. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  235111,098,6 エンゼル薬局　沼津店〒410-0807 055-954-2366有限会社　泰和　取締加畑　玲子 平15. 5. 1 薬局
     沼津市錦町３－９ 常　勤:    1役　野村　政春 新規 現存
     (薬       1) 平27. 5. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  236111,099,4 ゆめ薬局　下香貫店 〒410-0822 055-933-2636有限会社　ゆめ薬局　田嶋　亮 平15. 6. 1 薬局
     沼津市下香貫宮脇３３７－３７ 常　勤:    2代表取締役　鴨川　幸 新規 現存
     (薬       2)弘 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  237111,100,0 メディオ薬局　下香貫〒410-0822 055-935-5777株式会社メディオ薬局長倉　典彦 平15. 6. 1 薬局
     樋ノ口店 沼津市下香貫樋ノ口１７０６－１常　勤:    2　代表取締役　髙澤　 新規 現存
     (薬       2)貢 平27. 6. 1
     非常勤:   26
     (薬      26)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  238111,103,4 ながつき薬局　沼津店〒410-0801 055-952-6811有限会社　ながつき　西島　紀子 平15.11. 1 薬局
     沼津市大手町３－１－２　エイブ常　勤:    4代表取締役　岡部　敦 新規 現存
     ルコア　５階 (薬       4) 平27.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  239111,104,2 ひかり薬局　沼津北口〒410-0056 055-924-3355有限会社　ディブロス蛭田　隆之 平16. 1. 1 薬局
     店 沼津市高島町１２－１２ 常　勤:    5　代表取締役　蛭田　 新規 現存
     (薬       5)隆之 平28. 1. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  240111,105,9 ももの木薬局 〒410-0822 055-934-6868有限会社エフエイト　永瀬　知彦 平16. 3. 1 薬局
     沼津市下香貫島郷２９６７－３ 常　勤:    4代表取締役　永瀬　知 新規 現存
     (薬       4)彦 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  241111,106,7 弁天堂薬局 〒410-0831 0559-31-3888有限会社　弁天堂薬局太原　與子 平16. 5. 1 薬局
     沼津市市場町１１番２３号 常　勤:    3　取締役　太原　克裕 組織変更 現存
     (薬       3) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  242111,107,5 メディオ薬局　上香貫〒410-0813 055-935-1818株式会社メディオ薬局富井　明子 平16. 7. 1 薬局
     槙島町店 沼津市上香貫槙島町１２７０－１常　勤:    2　代表取締役　髙澤　 新規 現存
     (薬       2)貢 平28. 7. 1
     非常勤:   24
     (薬      24)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  243111,108,3 メディオ薬局　下香貫〒410-0822 055-935-1700株式会社メディオ薬局原川　里衣 平16. 9. 1 薬局
     馬場店 沼津市下香貫馬場４８８－２ 常　勤:    2　代表取締役　髙澤　 新規 現存
     (薬       2)貢 平28. 9. 1
     非常勤:   13
     (薬      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  244111,110,9 下石田かもめ薬局 〒410-0022 055-929-7763有限会社　クォリティ池田　靖啓 平16. 9. 1 薬局
     沼津市大岡８３６－２０ 常　勤:    2　オブ　ライフ　代表 交代 現存
     (薬       2)取締役　池田　靖啓 平28. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  245111,111,7 さぼてん薬局 〒410-0037 055-964-2260有限会社　メディカル山本　泰 平17. 2.15 薬局
     沼津市三枚橋町６－３ 常　勤:    2サポート　代表取締役 新規 現存
     (薬       2)　山本　泰 平29. 2.15
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  246111,114,1 ポプラ薬局　香貫店 〒410-0822 055-933-5655ピーエフシー株式会社高田　正義 平17.10. 1 薬局
     沼津市下香貫字石原１１８５－９常　勤:    2　代表取締役　小島　 交代 現存
     (薬       2)真 平29.10. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  247111,116,6 アリス薬局　吉田町店〒410-0836 055-933-0086株式会社　ウイング　田代　理絵 平19. 8.15 薬局
     沼津市吉田町１７－２９ 常　勤:    1代表取締役　田家　学 新規 現存
     (薬       1) 平25. 8.15
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  248111,117,4 メディオ薬局　八幡町〒410-0881 055-964-3808株式会社メディオ薬局古瀨　貴裕 平27.12.21 薬局
     店 沼津市八幡町２７－３ 常　勤:    2　代表取締役　髙澤　 移動 現存
     (薬       2)貢 平27.12.21
     非常勤:   14
     (薬      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  249111,118,2 メイプル薬局　志下店〒410-0106 055-935-5577有限会社メイプル　代斉藤　恵子 平19. 9. 1 薬局
     沼津市志下６２番６ 常　勤:    4表取締役　遠藤　篤 新規 現存
     (薬       4) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  250111,121,6 たんぽぽ薬局 〒410-0302 055-928-5914有限会社　ＨＥＡＲＴ山口　宜子 平20. 1.15 薬局
     沼津市東椎路７０８－７ 常　勤:    2Ｓ　代表取締役　山口 新規 現存
     (薬       2)　宜子 平26. 1.15
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  251111,123,2 メディオ薬局　若葉町〒410-0059 055-929-1111株式会社メディオ薬局川名　直子 平20. 7. 1 薬局
     店 沼津市若葉町４－１０ 常　勤:    3　代表取締役　髙澤　 新規 現存
     (薬       3)貢 平26. 7. 1
     非常勤:   15
     (薬      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  252111,125,7 メイプル薬局　添地店〒410-0803 055-964-1888有限会社メイプル　代吉田　昂志 平20.11. 1 薬局
     沼津市添地町８５　１階 常　勤:    7表取締役　遠藤　篤 新規 現存
     (薬       7) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  253111,126,5 ももの木薬局　三園店〒410-0833 055-934-1818有限会社エフエイト　福島　亮 平20.11. 1 薬局
     沼津市三園町１１－１ 常　勤:    1代表取締役　永瀬　知 新規 現存
     (薬       1)彦 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  254111,127,3 メディオ薬局　添地町〒410-0803 055-951-6332株式会社メディオ薬局遠藤　浩美 平21. 1. 1 薬局
     店 沼津市添地町２０６ 常　勤:    3　代表取締役　髙澤　 交代 現存
     (薬       3)貢 平27. 1. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  255111,128,1 メディオ薬局原店 〒410-0312 055-968-0222株式会社メディオ薬局山田　洋美 平30. 1. 1 薬局
     沼津市原１７２１－１８ 常　勤:    1　代表取締役　髙澤　 移動 現存
     (薬       1)貢 平30. 1. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  256111,129,9 メディオ薬局　米山町〒410-0046 055-920-3131株式会社メディオ薬局中田　典子 平21. 1. 1 薬局
     店 沼津市米山町１０ー３１ 常　勤:    1　代表取締役　髙澤　 交代 現存
     (薬       1)貢 平27. 1. 1
     非常勤:   18
     (薬      18)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  257111,131,5 アリス薬局　今沢店 〒410-0875 055-968-6886株式会社鈴木薬局　代山田　紀子 平21. 4. 1 薬局
     沼津市今沢６８７－２７ 常　勤:    3表取締役　鈴木　典之 新規 現存
     (薬       3) 平27. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  258111,132,3 うさぎ薬局　大岡店 〒410-0022 055-925-8888株式会社　ラパン　代寺田　由香 平21. 3. 1 薬局
     沼津市大岡２６９８－１ 常　勤:    2表取締役　堀井　謙二 交代 現存
     (薬       2) 平27. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
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  259111,135,6 アリス薬局　松長店 〒410-0874 055-924-6000株式会社鈴木薬局　代小松　和季 平22. 4. 1 薬局
     沼津市松長７６９－２ 常　勤:    2表取締役　鈴木　典之 新規 現存
     (薬       2) 平28. 4. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  260111,137,2 むすび薬局 〒410-0872 055-955-8381株式会社ジーベル　代千秋　到 平28. 1. 1 薬局
     沼津市小諏訪４３６－２　ハイム常　勤:    1表取締役　千秋　到 移動 現存
     アリエス１０３ (薬       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  261111,139,8 メディオ薬局　宮前町〒410-0062 055-941-8826株式会社メディオ薬局川村　幸司 平23. 2. 1 薬局
     店 沼津市宮前町１３－４ 常　勤:    3　代表取締役　髙澤　 新規 現存
     (薬       3)貢 平29. 2. 1
     非常勤:   21
     (薬      21)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  262111,140,6 クリエイト薬局　沼津〒410-0302 055-929-0630株式会社クリエイトエ古野　彩 平23. 3. 1 薬局
     東椎路店 沼津市東椎路１４７３－１ 常　勤:    2ス・ディー　代表取締 新規 現存
     (薬       2)役　廣瀨　泰三 平29. 3. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  263111,141,4 アリス薬局香陵の径店〒410-0831 055-933-2700株式会社　ウッディベ村形　力 平23. 3. 1 薬局
     沼津市市場町１１－３ 常　勤:    1ル　代表取締役　山田 新規 現存
     (薬       1)　慎二 平29. 3. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  264111,142,2 小島薬局　筒井町店 〒410-0041 055-941-6820株式会社小島薬局　代大庭　紀宏 平29. 5. 3 薬局
     沼津市筒井町１１－２ 常　勤:    6表取締役　小島　晃 移動 現存
     (薬       6) 平29. 5. 3
     非常勤:   12
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  265111,143,0 ひらまつ薬局 〒410-0317 055-960-0300株式会社平松薬局　代平松　修治 平24. 2. 1 薬局
     沼津市石川１６０－２ 常　勤:    1表取締役　平松　修治 新規 現存
     (薬       1) 平30. 2. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  266111,144,8 アリス薬局大手町店 〒410-0801 055-962-2222株式会社ウイング　代髙田　理惠子 平24. 4. 1 薬局
     沼津市大手町１－１－６ 常　勤:    1表取締役　田家　学 新規 現存
     (薬       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  267111,145,5 うさぎ薬局岡宮店 〒410-0011 055-927-2222株式会社鶴亀ファーマ小林　陽子 平24. 6. 1 薬局
     沼津市岡宮１１５７－５ 常　勤:    2シー　代表取締役　小 新規 現存
     (薬       2)林　弘 平30. 6. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  268111,146,3 メディオ薬局大岡高田〒410-0022 055-941-8500株式会社メディオ薬局植松　和美 平24. 5. 1 薬局
     店 沼津市大岡１９９８ 常　勤:    2　代表取締役　髙澤　 新規 現存
     (薬       2)貢 平30. 5. 1
     非常勤:   24
     (薬      24)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  269111,147,1 アリス薬局一本松店 〒410-0314 055-968-8686株式会社エヌエスピー小池　孝紀 平24. 9. 1 薬局
     沼津市一本松４７６－４ 常　勤:    2　代表取締役　鈴木　 新規 現存
     (薬       2)典之 平24. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  270111,148,9 クリエイト薬局沼津原〒410-0312 055-969-2781株式会社クリエイトエ上條　悦子 平24.10. 1 薬局
     店 沼津市原１０７１－２ 常　勤:    4ス・ディー　代表取締 新規 現存
     (薬       4)役　廣瀨　泰三 平24.10. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  271111,149,7 いちご薬局 〒410-0047 055-946-6430有限会社静岡健康企画山本　知佐子 平24.10. 1 薬局
     沼津市庄栄町１０－３３ 常　勤:    1　代表取締役　三室　 新規 現存
     (薬       1)良子 平24.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  272111,150,5 メディオ薬局大岡日吉〒410-0022 055-964-2255株式会社メディオ薬局鈴木　みなみ 平25. 4. 1 薬局
     店 沼津市大岡１７４３－１ 常　勤:    2　代表取締役　髙澤　 新規 現存
     (薬       2)貢 平25. 4. 1
     非常勤:   14
     (薬      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  273111,151,3 さくら薬局　沼津庄栄〒410-0047 0559-21-8056クラフト株式会社　代三成　佑 平25. 7. 1 薬局
     店 沼津市庄栄町１０番６号 常　勤:    5表取締役　大塚　吉史 交代 現存
     (薬       5) 平25. 7. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  274111,152,1 さくら薬局　沼津筒井〒410-0041 055-924-2304クラフト株式会社　代西村　美智子 平25. 7. 1 薬局
     店 沼津市筒井町９の１ 常　勤:    5表取締役　大塚　吉史 交代 現存
     (薬       5) 平25. 7. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  275111,155,4 小島薬局東椎路店 〒410-0302 055-941-7864株式会社小島薬局　代川口　貴弘 平25.10. 1 薬局
     沼津市東椎路９２２－５ 常　勤:    1表取締役　小島　晃 新規 現存
     (薬       1) 平25.10. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  276111,156,2 共創未来　春の木薬局〒410-0302 055-927-2235株式会社ファーマみら望月　由紀 平25.11. 1 薬局
     沼津市東椎路字春の木５３１－５常　勤:    2い　代表取締役　清原 交代 現存
     (薬       2)　陽子 平25.11. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  277111,157,0 アリス薬局沼津駅北口〒410-0046 055-926-6767株式会社鈴木薬局　代久保寺　真紀 平25.12. 1 薬局
     店 沼津市米山町１－１０ 常　勤:    1表取締役　鈴木　典之 新規 現存
     (薬       1) 平25.12. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  278111,158,8 さくら薬局　沼津大手〒410-0801 055-952-5052クラフト株式会社　代井田　一輝 平26. 1. 1 薬局
     町店 沼津市大手町２－７－１ 常　勤:    5表取締役　大塚　吉史 交代 現存
     (薬       5) 平26. 1. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  279111,159,6 つばさ薬局寿町店 〒410-0053 055-926-2211株式会社　ウッディベ君島　恭子 平26. 6. 1 薬局
     沼津市寿町１８－１１ 常　勤:    1ル　代表取締役　山田 新規 現存
     (薬       1)　慎二 平26. 6. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  280111,161,2 くるみ薬局藤井原店 〒410-0822 055-919-4138株式会社シュターク　曽根　一倫 平26. 9. 1 薬局
     沼津市下香貫藤井原１６１９－１常　勤:    1代表取締役　板井　和 新規 現存
     １ (薬       1)広 平26. 9. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  281111,162,0 くるみ薬局　香貫店 〒410-0817 055-934-8500株式会社シュターク　星　瑞江 平26.12. 1 薬局
     沼津市本郷町２７－２３－２ 常　勤:    1代表取締役　板井　和 新規 現存
     (薬       1)広 平26.12. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  282111,163,8 小島薬局　中瀬店 〒410-0811 055-955-9550株式会社小島薬局　代小林　知子 平27. 4. 1 薬局
     沼津市中瀬町１８－１４ 常　勤:    3表取締役　小島　晃 新規 現存
     (薬       3) 平27. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  283111,164,6 ヤマダ薬局沼津支店 〒410-0046 055-922-0003ヤマックス株式会社　小林　勲 平27. 5. 1 薬局
     沼津市米山町２－１９ 常　勤:    2代表取締役　山田　佳 新規 現存
     (薬       2)和 平27. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  284111,166,1 スギ薬局沼津大岡店 〒410-0022 055-955-9738株式会社スギ薬局　代苫谷　征司 平27. 9. 1 薬局
     沼津市大岡２４４６－１ 常　勤:    1表取締役　 原　栄一 新規 現存
     (薬       1) 平27. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  285111,167,9 ファーマライズ薬局　〒410-0801 055-963-5787東海ファーマライズ株荻野　敦子 平28. 6. 1 薬局
     沼津店 沼津市大手町３ー５ー１５　　三常　勤:    2式会社　代表取締役　 交代 現存
     井住友海上沼津ビル　１Ｆ (薬       2)鹿犱　徹 平28. 6. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  286111,168,7 ファーマライズ薬局　〒410-0043 055-927-2626東海ファーマライズ株榊 　壮裕 平28. 6. 1 薬局
     沼津柳町店 沼津市柳町３ー１９ 常　勤:    2式会社　代表取締役　 交代 現存
     (薬       2)鹿犱　徹 平28. 6. 1
     非常勤:   14
     (薬      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  287111,169,5 ウエルシア薬局　沼津〒410-0007 055-925-0196ウエルシア薬局株式会鈴木　創 平28. 9. 1 薬局
     西沢田店 沼津市西沢田字前田４５８ー１ 常　勤:    2社　代表取締役　水野 交代 現存
     (薬       2)　秀晴 平28. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  288111,170,3 花さき薬局 〒410-0022 055-955-9970株式会社包一　代表取植松　茂 平28.10. 1 薬局
     沼津市大岡３５２ 常　勤:    1締役　植松　茂 新規 現存
     (薬       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  289111,171,1 アイセイ薬局　原店 〒410-0312 055-969-2511株式会社アイセイ薬局粟根　忍 平28.10. 1 薬局
     沼津市原東中１４１８－３４ 常　勤:    3　代表取締役　藤井　 交代 現存
     (薬       3)江美 平28.10. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  290111,172,9 あい薬局　原店 〒410-0312 055-966-4181株式会社　いしわた　小沢　都子 平29. 1. 1 薬局
     沼津市原東沖１７８９－２ 常　勤:    2代表取締役　石渡　正 交代 現存
     (薬       2)彦 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  291111,173,7 黎明薬局 〒410-0048 055-926-6880有限会社　慧光　代表勝俣　雅博 平29. 8. 1 薬局
     沼津市新宿町４ー１１ 常　勤:    1取締役　室伏　昭 交代 現存
     (薬       1) 平29. 8. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  292111,174,5 ウエルシア薬局沼津ア〒410-0801 055-954-3251ウエルシア薬局株式会飯塚　基子 平29. 9. 1 薬局
     ントレ店 沼津市大手町１－１－１　２階 常　勤:    1社　代表取締役　水野 新規 現存
     (薬       1)　秀晴 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  293111,175,2 クリエイト薬局沼津東〒410-0013 055-929-1331株式会社クリエイトエ髙瀬　整 平29.12. 1 薬局
     熊堂店 沼津市東熊堂９－１ 常　勤:    1ス・ディー　代表取締 新規 現存
     (薬       1)役　廣瀨　泰三 平29.12. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  294111,176,0 はるな薬局大手町店 〒410-0801 055-951-8100株式会社ウェルネスサ亀卦川　ふみ代 平30. 5. 1 薬局
     沼津市大手町５－１１－３ 常　勤:    1ポート　代表取締役　 交代 現存
     (薬       1)津吹　慎一 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  295120,027,4 ハラ　薬局 〒412-0021 0550(82)1441原　久昌 原　久昌 平 9. 4.30 薬局
     御殿場市二枚橋４０ー１ 常　勤:    1 移動 現存
     (薬       1) 平30. 4.30
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  296121,009,1 東口薬局 〒412-0043 0550(84)0195株式会社　ジーエムシ原田　義信 昭60. 3.31 薬局
     御殿場市新橋１９３５－９ 常　勤:    1ー　太田　祐治 現存
     (薬       1) 平30. 3.31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  297121,013,3 ニイハシ薬局 〒412-0042 0550-82-0035有限会社エヌ・アイ・幾田　さと子 平22.10. 1 薬局
     御殿場市萩原１１４２－７ 常　勤:    2ケイ　代表取締役　幾 移動 現存
     (薬       2)田　さと子 平28.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  298121,014,1 ケンコー薬局 〒412-0026 0550-83-0311有限会社エヌ・アイ・橋本　晃実 平27.11. 1 薬局
     御殿場市東田中８４４－５石川ビ常　勤:    2ケイ　取締役　幾田　 移動 現存
     ル１Ｆ (薬       2)さと子 平27.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  299121,015,8 有限会社　愛生堂薬局〒412-0016 0550-82-2224有限会社　愛生堂薬局杉山　博文 平 3. 6. 1 薬局
     御殿場市六日市場３９ 常　勤:    4　代表取締役　杉山　 現存
     (薬       4)博文 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  300121,019,0 はらさと薬局 〒412-0045 0550-88-2009株式会社ジー・エム・太田　祐治 平26. 5.12 薬局
     御殿場市川島田１８６２－１ 常　勤:    1シー　代表取締役　太 移動 現存
     (薬       1)田　祐治 平26. 5.12
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  301121,022,4 うちだ薬局 〒412-0026 0550-84-0518有限会社　うちだ薬局内田　茂 平 8. 4. 1 薬局
     御殿場市東田中２ー１３ー６ 常　勤:    4　代表取締役　内田　 組織変更 現存
     (薬       4)茂 平29. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  302121,023,2 有限会社　かまど薬局〒412-0039 0550-84-3300有限会社　かまど薬局渡 　孝三 平 8. 6.15 薬局
     御殿場市竃６５９ー１１ 常　勤:    4　代表取締役　渡 　 新規 現存
     (薬       4)孝三 平29. 6.15
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  303121,027,3 有限会社　あさひ薬局〒412-0043 0550-81-2220有限会社　あさひ薬局勝又　英司 平11. 9.15 薬局
     御殿場市新橋１７０７ー１ 常　勤:    4　代表取締役　杉山　 新規 現存
     (薬       4)博文 平29. 9.15
     非常勤:    3
     (薬       3)
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  304121,028,1 アリス薬局 〒412-0026 0550-81-6767株式会社ベルツリー　近藤　美保 平12.12. 1 薬局
     御殿場市東田中字原２０１７ー４常　勤:    1代表取締役　岩田　要 新規 現存
     (薬       1)一 平24.12. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  305121,029,9 永井薬局 〒412-0043 0550-82-0027有限会社　永井商店　永井　久雄 平12.12.15 薬局
     御殿場市新橋２００１ 常　勤:    1代表取締役　永井　久 新規 現存
     (薬       1)雄 平24.12.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  306121,030,7 ふれあい玉穂薬局 〒412-0041 0550-80-3200有限会社ワールドプロ林　知之 平14. 3.15 薬局
     御殿場市茱萸沢７４５－５ 常　勤:    3ジェクト　取締役　若 新規 現存
     (薬       3)林　葉子 平26. 3.15
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  307121,032,3 なのはな薬局 〒412-0033 0550-87-6870有限会社なのはな薬局永井　達也 平24.12. 1 薬局
     御殿場市神山７３８－７１ 常　勤:    1　代表取締役　永井　 移動 現存
     (薬       1)達也 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  308121,033,1 みなみ薬局 〒412-0043 0550-83-6766東海ファーマライズ株平出　映里奈 平16. 5. 1 薬局
     御殿場市新橋１７８６ー３ 常　勤:    7式会社　代表取締役　 交代 現存
     (薬       7)鹿犱　徹 平28. 5. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  309121,036,4 小島薬局　新橋店 〒412-0043 0550-82-5005株式会社小島薬局　代武田　三千代 平19. 3. 1 薬局
     御殿場市新橋１９０８－４ 常　勤:    2表取締役　小島　晃 交代 現存
     (薬       2) 平25. 3. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  310121,037,2 あゆざわ薬局 〒412-0043 0550-82-5550株式会社すずらん　代齋藤　嘉一 平19. 8. 1 薬局
     御殿場市新橋６６１ー１ 常　勤:    1表取締役　齋藤　幸枝 組織変更 現存
     (薬       1) 平25. 8. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  311121,042,2 けやき薬局 〒412-0026 0550-81-5757株式会社マルタカ　代高橋　忠資 平22. 1. 1 薬局
     御殿場市東田中１４４６－１８ 常　勤:    2表取締役　高橋　忠資 組織変更 現存
     (薬       2) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
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  312121,045,5 アリス薬局下宿店 〒412-0028 0550-84-3000株式会社ベルツリー　勝間田　豊 平26. 1.12 薬局
     御殿場市御殿場４１０－１３ 常　勤:    1代表取締役　岩田　要 移動 現存
     (薬       1)一 平26. 1.12
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  313121,047,1 有限会社あさひ薬局川〒412-0045 0550-88-1081有限会社あさひ薬局　滝口　秀之 平25.11. 1 薬局
     島田店 御殿場市川島田１５６１－３ 常　勤:    2代表取締役　杉山　博 新規 現存
     (薬       2)文 平25.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  314121,048,9 あおい薬局 〒412-0051 0550-87-0200有限会社慧光　代表取鈴木　光浩 平25.12. 1 薬局
     御殿場市富士見原１－１－２ 常　勤:    3締役　室伏　昭 新規 現存
     (薬       3) 平25.12. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  315121,049,7 ウエルシア薬局御殿場〒412-0021 0550-82-7488ウエルシア薬局株式会西島　宏一郎 平27. 6. 1 薬局
     二枚橋店 御殿場市二枚橋２５３－３ 常　勤:    1社　代表取締役　水野 新規 現存
     (薬       1)　秀晴 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  316121,051,3 ファーマライズ薬局　〒412-0041 0550-88-2705東海ファーマライズ株正木　智枝 平28. 6. 1 薬局
     ぐみ沢店 御殿場市茱萸沢字立道１１４３ー常　勤:    3式会社　代表取締役　 交代 現存
     ５ (薬       3)鹿犱　徹 平28. 6. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  317121,052,1 ウエルシア薬局御殿場〒412-0045 0550-81-0250ウエルシア薬局株式会鈴木　真衣 平28. 7. 1 薬局
     川島田店 御殿場市川島田４０５－１ 常　勤:    1社　代表取締役　水野 新規 現存
     (薬       1)　秀晴 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  318121,053,9 あかり薬局 〒412-0044 0550-78-6330有限会社慧光　代表取土屋　奈緒子 平28.10. 1 薬局
     御殿場市杉名沢字屋敷添５１３－常　勤:    1締役　室伏　昭 新規 現存
     １ (薬       1) 平28.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  319121,054,7 サト薬局御殿場駅南店〒412-0043 0550-78-6941株式会社アサダック　浅田　浩史 平28.11. 1 薬局
     御殿場市新橋１７０４－４　ＭＳ常　勤:    1代表取締役　浅田　浩 新規 現存
     ビル１階２号室 (薬       1)史 平28.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  320121,055,4 アリス薬局八幡通り店〒412-0004 0550-82-1200株式会社オールドウィ金田　寛明 平29. 2. 1 薬局
     御殿場市北久原６１７－２３ 常　勤:    1ン　代表取締役　勝間 交代 現存
     (薬       1)田　尚 平29. 2. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  321121,056,2 ハートフル薬局 〒412-0043 0550-84-3007株式会社日栄　代表取高野　雅之 平29. 6. 1 薬局
     御殿場市新橋１７８３－１ 常　勤:    3締役　亀井　竜夫 交代 現存
     (薬       3) 平29. 6. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  322121,057,0 ウエルシア薬局御殿場〒412-0034 0550-86-0089ウエルシア薬局株式会藤岡　睦 平29.10. 1 薬局
     富士岡店 御殿場市大坂４８８ 常　勤:    2社　代表取締役　水野 新規 現存
     (薬       2)　秀晴 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  323121,058,8 ウエルシア薬局御殿場〒412-0043 0550-81-6040ウエルシア薬局株式会井上　愛 平30. 2. 1 薬局
     新橋店 御殿場市新橋１９１７－１ 常　勤:    2社　代表取締役　水野 新規 現存
     (薬       2)　秀晴 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  324121,059,6 くるみ薬局　神山店 〒412-0033 0550-98-8663株式会社シュターク　後藤　美帆 平30. 5. 1 薬局
     御殿場市神山８６５－１４ 常　勤:    1代表取締役　板井　和 新規 現存
     (薬       1)広 平30. 5. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  325130,032,2 長須賀薬局 〒410-1311 0550-76-0273長須賀　恒雄 長須賀　恒雄 昭58.11. 1 薬局
     駿東郡小山町小山７１ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  326130,037,1 のあき薬局 〒411-0943 0559-89-5464野秋　富隆 野秋　富隆 平 8. 1.15 薬局
     駿東郡長泉町下土狩１２９７ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平29. 1.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  327131,004,0 芹澤薬局落合店 〒410-1304 0550(76)4111株式会社　せりざわ　芹澤　一男 昭51. 9. 1 薬局
     駿東郡小山町藤曲５４番地９０ 常　勤:    1代表取締役　芹澤　住 現存
     (薬       1)枝 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  328131,005,7 一般社団法人　沼津薬〒411-0905 055-973-1005一般社団法人沼津薬剤櫻井　伸弘 平20. 7.22 薬局
     剤師会　センター薬局駿東郡清水町長沢字仲原８７１－常　勤:    5師会　会長　渡辺　好 移動 現存
     ２ (薬       5)司 平26. 7.22
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  329131,006,5 株式会社スクエアコー〒411-0943 0559-86-5818株式会社スクエアコー鈴木　みどり 昭62. 8. 1 薬局
     ポレーション　すずら駿東郡長泉町下土狩３４６の１０常　勤:    3ポレーション　代表取 現存
     ん薬局 (薬       3)締役　鈴木　雅司 平29. 8. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  330131,012,3 すがぬま薬局 〒410-1312 0550-76-1040有限会社クローバー　神成　拓磨 平 7. 4. 1 薬局
     駿東郡小山町菅沼７２３ー４ 常　勤:    3代表取締役　長須賀　 新規 現存
     (薬       3)恒雄 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  331131,014,9 ポプラ薬局　中土狩店〒411-0942 0559-80-1088ピーエフシー株式会社糟谷　心子 平10. 3. 1 薬局
     駿東郡長泉町中土狩８７４ー１　常　勤:    1　代表取締役　小島　 新規 現存
     プリモウェルズ (薬       1)真 平28. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  332131,015,6 するが薬局 〒411-0932 0559-88-3312有限会社　するが薬局土屋　誠司 平10. 2.25 薬局
     駿東郡長泉町南一色４２５ー７ 常　勤:    4　代表取締役　土屋　 組織変更 現存
     (薬       4)誠司 平28. 2.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  333131,018,0 ファミリーケア薬局 〒411-0934 0559-80-1115有限会社　ファミリー髙井　優 平10. 8. 1 薬局
     駿東郡長泉町下長窪５６５ー７ 常　勤:    3ケア　代表取締役　髙 交代 現存
     (薬       3)井　優 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  334131,019,8 メディオ薬局　長沢店〒411-0905 0559-83-5858株式会社メディオ薬局五十嵐　良樹 平11. 2. 1 薬局
     駿東郡清水町長沢２５６ー１ 常　勤:    5　代表取締役　髙澤　 新規 現存
     (薬       5)貢 平29. 2. 1
     非常勤:   12
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  335131,023,0 メディオ薬局　伏見店〒411-0907 0559-91-5000株式会社メディオ薬局鈴木　康平 平13. 9. 1 薬局
     駿東郡清水町伏見７８８ー１ 常　勤:    3　代表取締役　髙澤　 新規 現存
     (薬       3)貢 平25. 9. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  336131,025,5 アップル薬局 〒411-0944 055-981-6368有限会社　渡商　代表飯塚　正司 平14. 9. 1 薬局
     駿東郡長泉町竹原３１３ー１４ 常　勤:    2取締役　渡辺　みさ子 交代 現存
     (薬       2) 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  337131,026,3 トマト薬局久米田 〒411-0911 055-991-1502有限会社　トマト薬局栗田　ひとみ 平14.11.12 薬局
     駿東郡清水町久米田１５８－１５常　勤:    3　取締役　町田　勇司 組織変更 現存
     (薬       3) 平26.11.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  338131,028,9 メディオ薬局　長泉本〒411-0945 055-980-5770株式会社メディオ薬局大家　美由紀 平15. 5. 1 薬局
     宿店 駿東郡長泉町本宿岸田３１４－５常　勤:    2　代表取締役　髙澤　 新規 現存
     (薬       2)貢 平27. 5. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  339131,030,5 メディオ薬局　納米里〒411-0933 055-988-8883株式会社メディオ薬局生駒　美奈子 平16. 6. 1 薬局
     駅前店 駿東郡長泉町納米里６７－３ 常　勤:    2　代表取締役　髙澤　 新規 現存
     (薬       2)貢 平28. 6. 1
     非常勤:   14
     (薬      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  340131,031,3 ポプラ薬局　堂庭店 〒411-0903 055-991-5525ピーエフシー株式会社鈴木　友美 平17. 2. 1 薬局
     駿東郡清水町堂庭１０９－９ 常　勤:    3　代表取締役　小島　 新規 現存
     (薬       3)真 平29. 2. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  341131,033,9 クリエイト薬局　長泉〒411-0942 055-980-4360株式会社クリエイトエ遠藤　央乃 平17.11. 1 薬局
     中土狩店 駿東郡長泉町中土狩８９６－６ 常　勤:    4ス・ディー　代表取締 新規 現存
     (薬       4)役　廣瀨　泰三 平29.11. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  342131,034,7 すみれ薬局　竹原店 〒411-0944 055-981-8880株式会社山野草　代表鈴木　亮士 平18.11. 1 薬局
     駿東郡長泉町竹原３９７－３ 常　勤:    3取締役　鈴木　亮士 新規 現存
     (薬       3) 平24.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
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  343131,035,4 小島薬局　サクラ店 〒411-0951 055-980-6700株式会社小島薬局　代戸花　勝治 平18.11. 1 薬局
     駿東郡長泉町桜堤１－８－１３ 常　勤:    2表取締役　小島　晃 移動 現存
     (薬       2) 平24.11. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  344131,036,2 アクア薬局 〒411-0907 055-957-7061株式会社ディー・フロ山田　信子 平19. 8.15 薬局
     駿東郡清水町伏見５１－１ 常　勤:    4ンティア　蛭田　隆之 新規 現存
     (薬       4) 平25. 8.15
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  345131,037,0 おやま薬局 〒410-1326 0550-78-2500株式会社　すずらん　牧田　実 平19. 8. 1 薬局
     駿東郡小山町用沢４６８ー１ 常　勤:    2代表取締役　齋藤　幸 組織変更 現存
     (薬       2)枝 平25. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  346131,038,8 くるみ薬局 〒411-0951 055-988-5388株式会社　シュターク板井　和広 平19.12. 1 薬局
     駿東郡長泉町桜堤３－１－３ 常　勤:    7　代表取締役　板井　 交代 現存
     (薬       7)和広 平25.12. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  347131,039,6 メディオ薬局　柿田店〒411-0904 055-983-1188株式会社メディオ薬局志村　直樹 平20. 4. 1 薬局
     駿東郡清水町柿田１６１－１ 常　勤:    2　代表取締役　髙澤　 新規 現存
     (薬       2)貢 平26. 4. 1
     非常勤:   17
     (薬      17)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  348131,041,2 コスモス薬局　長泉町〒411-0943 055-991-5545株式会社タケコウ　代平井　礼英 平20. 7. 1 薬局
     店 駿東郡長泉町下土狩４－８ 常　勤:    1表取締役　眞野　巧 新規 現存
     (薬       1) 平26. 7. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  349131,042,0 徳永薬局　長泉店 〒411-0943 055-980-5603徳永薬局株式会社　代鈴木　匠 平20.10. 1 薬局
     駿東郡長泉町下土狩１３７３－３常　勤:    2表取締役　徳永　愛子 新規 現存
     　渡辺ビル　１Ｆ (薬       2) 平26.10. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  350131,044,6 メディオ薬局　徳倉店〒411-0917 055-932-1405株式会社メディオ薬局小堀　由貴 平21. 1. 1 薬局
     駿東郡清水町徳倉１５７０－１ 常　勤:    2　代表取締役　髙澤　 交代 現存
     (薬       2)貢 平27. 1. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  351131,045,3 はあと薬局 〒410-1431 0550-75-6260一般財団法人福祉医療勝俣　美由紀 平22. 4. 1 薬局
     駿東郡小山町須走３５４ー５ 常　勤:    1推進事業団　理事長　 交代 現存
     (薬       1)吉岡　章 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  352131,048,7 うさぎ薬局　長泉店 〒411-0932 055-980-6820株式会社はな　代表取塚原　真己 平23. 3. 1 薬局
     駿東郡長泉町南一色２８３－１ 常　勤:    3締役　塚原　信 新規 現存
     (薬       3) 平29. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  353131,049,5 とくら薬局 〒411-0917 055-935-5001アルメリア株式会社　杉山　雅美 平23. 3. 1 薬局
     駿東郡清水町徳倉１００６－１ 常　勤:    5代表取締役　日吉　雅 新規 現存
     (薬       5)彦 平29. 3. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  354131,051,1 ナメリ薬局 〒411-0933 055-999-1193株式会社ウイング　代神戸　麻衣子 平24.11. 1 薬局
     駿東郡長泉町納米里５１２ー１２常　勤:    2表取締役　田家　学 交代 現存
     (薬       2) 平24.11. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  355131,052,9 あしがら薬局 〒410-1313 0550-76-8080株式会社ベルツリー　髙畦　万莉子 平25. 4. 1 薬局
     駿東郡小山町竹之下１３１２－２常　勤:    1代表取締役　岩田　要 新規 現存
     (薬       1)一 平25. 4. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  356131,053,7 うさぎ薬局なめり店 〒411-0941 055-988-8090株式会社オモダカ　代山岸　泰博 平25. 5. 1 薬局
     駿東郡長泉町上土狩６９－１８ 常　勤:    1表取締役　山岸　泰博 新規 現存
     (薬       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  357131,054,5 ローソンクオール薬局〒411-0945 055-980-4189クオール株式会社　代池平　博亮 平26. 4. 1 薬局
     長泉本宿店 駿東郡長泉町本宿５３４－１ 常　勤:    1表取締役　中村　敬 新規 現存
     (薬       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
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  358131,055,2 さつき薬局 〒411-0942 055-986-5600有限会社岩下調剤薬局佐藤　裕子 平26. 5. 1 薬局
     駿東郡長泉町中土狩５６０－１ 常　勤:    2　代表取締役　岩下　 新規 現存
     (薬       2)収 平26. 5. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  359131,056,0 ウエルシア薬局清水町〒411-0903 055-991-7005ウエルシア薬局株式会奥田　翔太 平26. 9. 1 薬局
     堂庭店 駿東郡清水町堂庭２０９－２ 常　勤:    4社　代表取締役　水野 交代 現存
     (薬       4)　秀晴 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  360131,057,8 ウエルシア薬局長泉桜〒411-0951 055-980-5288ウエルシア薬局株式会鈴木　絹人 平26. 9. 1 薬局
     堤店 駿東郡長泉町桜堤２－６－１ 常　勤:    2社　代表取締役　水野 交代 現存
     (薬       2)　秀晴 平26. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  361131,058,6 ウエルシア薬局長泉納〒411-0933 055-980-5717ウエルシア薬局株式会入船　真也 平26. 9. 1 薬局
     米里店 駿東郡長泉町納米里７３－１５ 常　勤:    5社　代表取締役　水野 交代 現存
     (薬       5)　秀晴 平26. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  362131,059,4 あい・ハート薬局　堂〒411-0903 055-946-5273株式会社サンファーマ堀田　茂 平26.10. 1 薬局
     庭店 駿東郡清水町堂庭１８４－８ 常　勤:    2シー　代表取締役　井 新規 現存
     (薬       2)上　眞一 平26.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  363131,060,2 うさぎ薬局　堂庭店 〒411-0903 055-955-9531株式会社コナン　代表山本　文博 平27. 3. 1 薬局
     駿東郡清水町堂庭８８ー８ 常　勤:    1取締役　山本　文博 交代 現存
     (薬       1) 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  364131,061,0 メディオ薬局中土狩店〒411-0942 055-988-6800株式会社メディオ薬局福島　礼子 平27. 5. 1 薬局
     駿東郡長泉町中土狩３３７－５ 常　勤:    1　代表取締役　髙澤　 新規 現存
     (薬       1)貢 平27. 5. 1
     非常勤:   15
     (薬      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  365131,064,4 まごころ薬局　清水町〒411-0904 055-941-7677株式会社ロングライフ大村　崇 平28. 6. 1 薬局
     店 駿東郡清水町柿田１８１－１０ 常　勤:    1　代表取締役　米田　 交代 現存
     (薬       1)博文 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  366131,066,9 ウエルシア薬局　清水〒411-0907 055-976-3241ウエルシア薬局株式会長田　克子 平28. 9. 1 薬局
     町伏見店 駿東郡清水町伏見字五反田６４９常　勤:    4社　代表取締役　水野 交代 現存
     －６ (薬       4)　秀晴 平28. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  367131,068,5 ウエルシア薬局清水町〒411-0901 055-991-5140ウエルシア薬局株式会石橋　真博 平29. 5. 1 薬局
     新宿店 駿東郡清水町新宿２２１－１ 常　勤:    2社　代表取締役　水野 新規 現存
     (薬       2)　秀晴 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  368131,069,3 あい薬局 〒411-0943 055-987-5800株式会社　いしわた　石渡　正彦 平29. 7. 1 薬局
     駿東郡長泉町下土狩４４５－３７常　勤:    2代表取締役　石渡　正 新規 現存
     (薬       2)彦 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  369131,070,1 下土狩スマイル薬局 〒411-0943 055-986-7063株式会社コミュニケー伊藤　光一 平29. 6. 1 薬局
     駿東郡長泉町下土狩５２０－１０常　勤:    2ションファーマシー　 交代 現存
     (薬       2)代表取締役　小原　康 平29. 6. 1
     弘
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  370131,071,9 サンライズ薬局　徳倉〒411-0917 055-931-2955有限会社　サンライズ富澤　俊介 平30. 5. 1 薬局
     店 駿東郡清水町徳倉６１６－１ＭＥ常　勤:    1　代表取締役　竹下　 新規 現存
     ＤＩＣＡＬ　ＴＯＫＵＲＡ１階 (薬       1)慎一 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  371141,003,0 すその薬局 〒410-1118 055-992-6060株式会社　エスジーピ合志　和彦 平 5. 8.15 薬局
     裾野市佐野７０９－５ 常　勤:    3ー　代表取締役　須賀 現存
     (薬       3)　智代実 平30. 4.22
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  372141,004,8 アリスいわた薬局 〒410-1102 055-993-6868株式会社ベルツリー　野秋　清聖 平20.10. 3 薬局
     裾野市深良４４４－１ 常　勤:    4代表取締役　岩田　要 移動 現存
     (薬       4)一 平26.10. 3
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  373141,005,5 グリーン薬局裾野店 〒410-1121 0559-92-3548有限会社エーエムメデ五味　宏二 平 7. 4. 1 薬局
     裾野市茶畑３１４ー２ 常　勤:    3ィカル　代表取締役　 新規 現存
     (薬       3)真野　巧 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  374141,011,3 グリーン薬局　茶畑店〒410-1121 055-995-0686有限会社　エー・エム伊藤　肖次 平29.11.13 薬局
     裾野市茶畑６１３－６ 常　勤:    2・メディカル　取締役 移動 現存
     (薬       2)　眞野　巧 平29.11.13
     非常勤:    1
     (薬       1)
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  375141,013,9 むさしの薬局　裾野店〒410-1118 0559-95-4539株式会社　むさしの薬小野　枝里子 平12. 5. 1 薬局
     裾野市佐野１０３８ー２ 常　勤:    2局　代表取締役　小坂 新規 現存
     (薬       2)　嘉英 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  376141,014,7 メイプル薬局　裾野店〒410-1123 0559-93-6767有限会社メイプル　代勝間田　国洋 平12. 8. 1 薬局
     裾野市伊豆島田８１０番地８ 常　勤:    9表取締役　遠藤　篤 新規 現存
     (薬       9) 平24. 8. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  377141,016,2 アリス薬局　裾野店 〒410-1128 055-995-0868株式会社ベルツリー　髙崎　吉正 平14. 5. 1 薬局
     裾野市二ツ屋１４０－２ 常　勤:    2代表取締役　岩田　要 新規 現存
     (薬       2)一 平26. 5. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  378141,017,0 金時堂　須賀薬局南支〒410-1127 055-992-7222株式会社　金時堂　代須賀　亮介 平15. 2.15 薬局
     店 裾野市平松５２２－１４ 常　勤:    3表取締役　須賀　亮介 新規 現存
     (薬       3) 平27. 2.15
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  379141,018,8 クリエイトエス・ディ〒410-1121 055-993-8811株式会社クリエイトエ服部　千秋 平15. 7.15 薬局
     ー　裾野茶畑店薬局 裾野市茶畑３６－１ 常　勤:    5ス・ディー　代表取締 新規 現存
     (薬       5)役　廣瀨　泰三 平27. 7.15
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  380141,019,6 つばさ薬局　裾野店 〒410-1121 055-993-6886株式会社鈴木薬局　代小山田　公彦 平15. 8. 1 薬局
     裾野市茶畑字金沢１４９９－５ 常　勤:    2表取締役　鈴木　典之 新規 現存
     (薬       2) 平27. 8. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  381141,020,4 アリス薬局 〒410-1118 055-995-0608株式会社　ウイング　田家　学 平16. 8. 1 薬局
     裾野市佐野９２４－４ 常　勤:   12代表取締役　田家　学 新規 現存
     (薬      12) 平28. 8. 1
     非常勤:   12
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  382141,021,2 メディオ薬局　裾野御〒410-1107 055-994-9900株式会社メディオ薬局伊藤　大地 平21. 1. 1 薬局
     宿店 裾野市御宿３３０－５ 常　勤:    1　代表取締役　髙澤　 交代 現存
     (薬       1)貢 平27. 1. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  383141,022,0 うさぎ薬局　裾野店 〒410-1123 055-941-6110株式会社グッドライフ川口　仁 平21. 6. 1 薬局
     裾野市伊豆島田字小南８３１―２常　勤:    2　代表取締役　川口　 新規 現存
     (薬       2)仁 平27. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  384141,026,1 あしたか薬局 〒410-1118 055-955-7416ハーモニーフィールド日下部　喬 平26. 4. 1 薬局
     裾野市佐野１４７１－１ 常　勤:    1株式会社　代表取締役 新規 現存
     (薬       1)　和田　知之 平26. 4. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  385141,027,9 つばさ薬局佐野店 〒410-1118 055-992-6600株式会社ウイング　代堀江　美華 平26. 7. 1 薬局
     裾野市佐野１０４０ー８ 常　勤:    1表取締役　田家　学 交代 現存
     (薬       1) 平26. 7. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  386141,028,7 ファーマライズ薬局　〒410-1121 055-994-1281東海ファーマライズ株井上　淳 平28. 6. 1 薬局
     裾野店 裾野市茶畑１３６８ー１１ 常　勤:    1式会社　代表取締役　 交代 現存
     (薬       1)鹿犱　徹 平28. 6. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  387141,029,5 ウエルシア薬局　裾野〒410-1102 055-995-1791ウエルシア薬局株式会橋本　英里 平28. 9. 1 薬局
     深良店 裾野市深良８０１－１ 常　勤:    4社　代表取締役　水野 交代 現存
     (薬       4)　秀晴 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  388141,030,3 ウエルシア薬局　裾野〒410-1123 055-995-1589ウエルシア薬局株式会田村　空彌 平28.10. 1 薬局
     南店 裾野市伊豆島田２５０１ 常　勤:    1社　代表取締役　水野 新規 現存
     (薬       1)　秀晴 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  389141,031,1 つばさ深良薬局 〒410-1102 055-993-9262株式会社オールドウィ羽鳥　裕子 平28.11. 1 薬局
     裾野市深良８０４－７ 常　勤:    2ン　代表取締役　勝間 交代 現存
     (薬       2)田　尚 平28.11. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
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  390210,025,9 秋山薬局 〒418-0015 0544-26-2619秋山　万仁 秋山　万仁 平17.10. 7 薬局
     富士宮市舞々木町６６０ 常　勤:    2 移動 現存
     (薬       2) 平29.10. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  391210,028,3 フジミ薬局 〒418-0056 0544(27)0278渡辺　聰 渡辺　聰 昭54. 8. 1 薬局
     富士宮市西町９番７号 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  392210,031,7 寺田源道寺薬局 〒418-0073 0544(26)5367寺田　雅代 市川　静代 昭56.12.15 薬局
     富士宮市弓沢町１０６６ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平29.12.15
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  393210,038,2 中川薬局 〒418-0103 0544(54)0034中川　喜文 中川　喜文 昭62. 8.15 薬局
     富士宮市上井出７１６－１ 常　勤:    2 現存
     (薬       2) 平29. 8.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  394210,040,8 ふかさわ薬局 〒418-0039 0544(27)0868深沢　恵子 深沢　恵子 昭63.12.15 薬局
     富士宮市野中６４０－６ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平27.12.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  395210,041,6 プラス１薬局 〒418-0053 0544(26)6868渡辺　恭秀 渡辺　恭秀 平18. 6.29 薬局
     富士宮市宮北町１９８－１ 常　勤:    2 移動 現存
     (薬       2) 平30. 6.29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  396210,043,2 あすなろ薬局 〒418-0061 0544-22-4556宮下　輝久 宮下　輝久 平11. 4. 1 薬局
     富士宮市北町６ー２０ 常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  397210,046,5 クツワヤ薬局 〒418-0114 0544(58)0047鈴木　旭 鈴木　旭 平13. 9.21 薬局
     富士宮市下条４０１ 常　勤:    1 交代 現存
     (薬       1) 平25. 9.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  398210,048,1 ときわ薬局 〒418-0077 0544-26-2255寺田　昌功 寺田　昌功 平19. 8.15 薬局
     富士宮市東町１３－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平25. 8.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  399210,050,7 田子浦薬局　浅間町店〒418-0032 0544-66-8978木ノ内　秀効 清水　真理子 平26. 4. 1 薬局
     富士宮市浅間町３－１４ 常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  400211,002,7 寺田薬局 〒418-0077 0544(26)2171寺田七郎薬品株式会社寺田　愛子 平22. 7. 6 薬局
     富士宮市東町１３番５号 常　勤:    1　寺田　昌義 移動 現存
     (薬       1) 平28. 7. 6
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  401211,004,3 有限会社　村松薬局 〒418-0066 0544-26-2339有限会社　村松薬局　村松　孟子 昭46. 6.15 薬局
     富士宮市大宮町１７－２ 常　勤:    3代表取締役　佐野　玲 現存
     (薬       3)子 平28. 3.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  402211,007,6 有限会社　アメリカヤ〒418-0077 0544(26)2371有限会社　アメリカヤ渡辺　良子 昭47.10. 1 薬局
     薬局 富士宮市東町１５番２号 常　勤:    2薬局　代表取締役　渡 現存
     (薬       2)邉　和憲 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  403211,009,2 富士宮薬局 〒418-0003 0544(23)5866有限会社　富士宮調剤佐野　紀子 昭55. 7.15 薬局
     富士宮市ひばりが丘４１６ 常　勤:    1薬局　代表取締役　高 現存
     (薬       1)木　一三六 平28. 7.15
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  404211,014,2 平野薬局 〒418-0071 0544-22-2101有限会社アイ　代表取荻　裕香 平22. 4.14 薬局
     富士宮市東阿幸地３２５－１ 常　勤:    1締役　平野欽也 移動 現存
     (薬       1) 平28. 4.14
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  405211,015,9 メイプル薬局 〒418-0063 0544-22-3929有限会社メイプル　代青木　広明 平 8.11. 1 薬局
     富士宮市若の宮町３７７番地 常　勤:    9表取締役　遠藤　篤 新規 現存
     (薬       9) 平29.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  406211,016,7 あおぞら薬局 〒418-0065 0544-28-3700有限会社　あおぞら　興津　信孝 平11. 3.15 薬局
     富士宮市中央町１１ー７ 常　勤:    2代表取締役　興津　信 新規 現存
     (薬       2)孝 平29. 3.15
     非常勤:    2
     (薬       2)



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

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表［静岡県］

［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    53 頁

  407211,018,3 くるみ薬局 〒418-0042 0544-25-1477有限会社　ディブロス土田　哲也 平11.12. 1 薬局
     富士宮市貴船町１ー２ 常　勤:    1　代表取締役　蛭田　 交代 現存
     (薬       1)隆之 平29.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  408211,019,1 宮町薬局 〒418-0067 0544-25-6606株式会社　東京メディ望月　肇 平12.11. 1 薬局
     富士宮市宮町５ー３２ 常　勤:    3カルサプライ　代表取 新規 現存
     (薬       3)締役　大塚　吉史 平24.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  409211,020,9 東町薬局 〒418-0077 0544-25-5660有限会社　あかし薬局遠藤　朗代 平13. 5.15 薬局
     富士宮市東町１０－５ 常　勤:    3　代表取締役　明石　 新規 現存
     (薬       3)文吾 平25. 5.15
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  410211,023,3 ひまわり薬局　神田川〒418-0031 0544-25-7017有限会社ランドフュー渡邉　博文 平13.12. 1 薬局
     店 富士宮市神田川町１２－７ 常　勤:    2チャー　代表取締役　 新規 現存
     (薬       2)廣中　義樹 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  411211,025,8 メイプル薬局　田中店〒418-0075 0544-25-5877有限会社メイプル　代田中　祐次 平14. 6.15 薬局
     富士宮市田中町１８４番地４ 常　勤:    5表取締役　遠藤　篤 新規 現存
     (薬       5) 平26. 6.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  412211,026,6 わか葉薬局　三園平店〒418-0004 0544-28-5258有限会社エム・ダブリ渡邉　雄一 平14. 7. 1 薬局
     富士宮市三園平６６８－１ 常　勤:    7ュー　代表取締役　渡 新規 現存
     (薬       7)邉　奈津実 平26. 7. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  413211,027,4 ハロー薬局　万野店 〒418-0001 0544-29-7966株式会社ヘルスエコノ伊藤　友洋 平24. 1. 1 薬局
     富士宮市万野原新田３１１７－１常　勤:    3ミクス研究所　代表取 移動 現存
     １ (薬       3)締役　内山　勝博 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  414211,029,0 エムハート薬局　三園〒418-0004 0544-25-8131株式会社ミック　代表福田　美幸 平15. 8. 1 薬局
     平店 富士宮市三園平４８８－２ 常　勤:    3取締役　中川　春原 新規 現存
     (薬       3) 平27. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
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  415211,030,8 星山薬局 〒418-0034 0544-28-6300有限会社メディケア・坂齊　利勝 平17. 8. 1 薬局
     富士宮市黒田２１５－１８ 常　勤:    3サカサイ　代表取締役 組織変更 現存
     (薬       3)　坂齊　利勝 平29. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  416211,034,0 おくとう薬局 〒418-0001 0544-25-6155株式会社おくとう　代奥藤　祐三 平24. 6.25 薬局
     富士宮市万野原新田２９６７－１常　勤:    2表取締役　奥藤　祐三 移動 現存
     ５ (薬       2) 平30. 6.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  417211,035,7 わか葉薬局　淀平店 〒418-0052 0544-23-8205有限会社エム・ダブリ長谷川　紀子 平19. 1. 1 薬局
     富士宮市淀平町３７８ 常　勤:    4ュー　代表取締役　渡 新規 現存
     (薬       4)邉　奈津実 平25. 1. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  418211,036,5 クリエイトエス・ディ〒418-0066 0544-28-2083株式会社クリエイトエ伊藤　由佳 平19. 4. 1 薬局
     ー　富士宮大宮店薬局富士宮市大宮町１８－２１ 常　勤:    2ス・ディー　代表取締 新規 現存
     (薬       2)役　廣瀨　泰三 平25. 4. 1
     非常勤:   14
     (薬      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  419211,037,3 メイプル薬局　中央店〒418-0065 0544-25-6677有限会社メイプル　代坂田　安紀奈 平19. 9.15 薬局
     富士宮市中央町１２番２号 常　勤:    3表取締役　遠藤　篤 新規 現存
     (薬       3) 平25. 9.15
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  420211,039,9 イースト薬局 〒418-0026 0544-26-8021株式会社　イースト　伊東　秀晃 平20. 4. 1 薬局
     富士宮市西小泉町１４－１０ 常　勤:    2代表取締役　伊東　秀 交代 現存
     (薬       2)晃 平26. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  421211,040,7 ポプラ薬局　西小泉店〒418-0026 0544-25-5135ピーエフシー株式会社遠藤　忠彦 平20. 6. 1 薬局
     富士宮市西小泉町３１－１８ 常　勤:    1　代表取締役　小島　 新規 現存
     (薬       1)真 平26. 6. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  422211,043,1 イオン薬局　イオンス〒418-0032 0544-25-6220イオンリテール株式会前田　隆彦 平22. 3. 3 薬局
     タイル富士宮 富士宮市浅間町１－８ 常　勤:    7社　代表取締役　岡崎 移動 現存
     (薬       7)　双一 平28. 3. 3
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  423211,044,9 あさひ薬局 〒418-0057 0544-66-6320株式会社　薬樹　代表佐々木　隆雄 平20.11. 1 薬局
     富士宮市朝日町９－２ 常　勤:    1取締役　佐々木　隆雄 新規 現存
     (薬       1) 平26.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  424211,046,4 ポプラ薬局　小泉店 〒418-0022 0544-25-7431ピーエフシー株式会社神谷　真太郎 平21. 4. 1 薬局
     富士宮市小泉１９７５－２０ 常　勤:    1　代表取締役　小島　 新規 現存
     (薬       1)真 平27. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  425211,048,0 メイプル薬局　前田町〒418-0025 0544-29-7000有限会社メイプル　代田中　健弘 平22. 5. 1 薬局
     店 富士宮市前田町１３７－６ 常　勤:    4表取締役　遠藤　篤 新規 現存
     (薬       4) 平28. 5. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  426211,049,8 カトウ薬局 〒418-0005 0544-28-3310有限会社リブウェル　加藤　明子 平22. 8. 1 薬局
     富士宮市宮原１２８－４ 常　勤:    1代表取締役　加藤　孝 新規 現存
     (薬       1)司 平28. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  427211,052,2 メイプル薬局　上小泉〒418-0022 0544-25-8600有限会社メイプル　代三谷　茜 平23. 5. 1 薬局
     店 富士宮市小泉１５３９－１８ 常　勤:    1表取締役　遠藤　篤 新規 現存
     (薬       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  428211,054,8 朝霧高原薬局 〒418-0108 0544-52-2277株式会社薬樹　代表取藤澤　静志 平24.11. 1 薬局
     富士宮市猪之頭１７７２－２ 常　勤:    1締役　佐々木　隆雄 交代 現存
     (薬       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  429211,057,1 メディオ薬局大岩店 〒418-0013 0544-25-1100株式会社　メディオ薬浅沢　淳子 平25.11. 1 薬局
     富士宮市大岩２７７－８ 常　勤:    1局　代表取締役　髙澤 新規 現存
     (薬       1)　貢 平25.11. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
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  430211,059,7 ａｂｃ薬局　富士宮店〒418-0021 0544-25-5002シップヘルスケアファ稲垣　佐江子 平26. 4. 1 薬局
     富士宮市杉田３－３ 常　勤:    2ーマシー東日本株式会 交代 現存
     (薬       2)社　代表取締役　沖本 平26. 4. 1
     非常勤:    6　浩一
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  431211,060,5 メディオ薬局弓沢町店〒418-0073 0544-66-8677株式会社メディオ薬局山中　啓輔 平26.11. 1 薬局
     富士宮市弓沢町７９９ 常　勤:    1　代表取締役　髙澤　 新規 現存
     (薬       1)貢 平26.11. 1
     非常勤:   15
     (薬      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  432211,061,3 なの花薬局矢立町店 〒418-0072 0544-29-7037株式会社　なの花東日手島　麻美子 平27. 4. 1 薬局
     富士宮市矢立町９１０－２７ 常　勤:    2本　代表取締役　遠山 交代 現存
     (薬       2)　功 平27. 4. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  433211,062,1 メイプル薬局淀川店 〒418-0041 0544-28-2300有限会社メイプル　代遠藤　広視 平27. 7. 1 薬局
     富士宮市淀川町３０－１５ 常　勤:    3表取締役　遠藤　篤 交代 現存
     (薬       3) 平27. 7. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  434211,063,9 ヒカリ薬局　富士宮店〒418-0077 0544-25-9001株式会社アインファー佐藤　豪 平27.11. 1 薬局
     富士宮市東町２７ー６ 常　勤:    2マシーズ　代表取締役 交代 現存
     (薬       2)　大石　美也 平27.11. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  435211,064,7 メイプル薬局野中店 〒418-0039 0544-25-7011有限会社メイプル　代長谷川　さやか 平28. 4. 1 薬局
     富士宮市野中９５９－１ 常　勤:    1表取締役　遠藤　篤 新規 現存
     (薬       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  436211,065,4 アイセイ薬局　富士宮〒418-0005 0544-25-7155株式会社アイセイ薬局赤羽　晃輔 平28.10. 1 薬局
     店 富士宮市宮原８９－１ 常　勤:    2　代表取締役　藤井　 交代 現存
     (薬       2)江美 平28.10. 1
     非常勤:   10
     (医       1)
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  437211,066,2 あお葉薬局 〒418-0065 0544-25-2555株式会社ユラック　代由良　かおり 平28.10. 1 薬局
     富士宮市中央町３－１３ 常　勤:    2表取締役　由良　秀文 交代 現存
     (薬       2) 平28.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  438211,067,0 ウエルシア薬局　富士〒418-0018 0544-22-4678ウエルシア薬局株式会勝眞　昌弘 平29. 1. 1 薬局
     宮粟倉店 富士宮市粟倉南町１５９ 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:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  439211,068,8 西富士宮薬局 〒418-0056 0544-25-6565ＣＹＫＴ株式会社　代神澤　豊孝 平29.10. 1 薬局
     富士宮市西町２３－１ 常　勤:    2表取締役　神澤　豊孝 交代 現存
     (薬       2) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  440211,069,6 ウエルシア薬局富士宮〒418-0063 0544-28-5089ウエルシア薬局株式会髙橋　無二 平29.12. 1 薬局
     城山店 富士宮市若の宮町１６ 常　勤:    2社　代表取締役　水野 新規 現存
     (薬       2)　秀晴 平29.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  441211,070,4 ウエルシア薬局富士宮〒418-0026 0544-25-5589ウエルシア薬局株式会花堂　良博 平30. 2. 1 薬局
     西小泉店 富士宮市西小泉町１９－２ 常　勤:    1社　代表取締役　水野 新規 現存
     (薬       1)　秀晴 平30. 2. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  442221,001,7 エムハート薬局　しば〒419-0317 0544-29-2620株式会社ミック　代表齋藤　誠利 平15. 3. 1 薬局
     かわ店 富士宮市内房３２１５－７ 常　勤:    2取締役　中川　春原 新規 現存
     (薬       2) 平27. 3. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  443221,002,5 わか葉薬局　芝川店 〒419-0314 0544-65-3885有限会社エム・ダブリ寺田　昌嗣 平25. 5. 1 薬局
     富士宮市大久保１３－１ 常　勤:    5ュー　代表取締役　渡 移動 現存
     (薬       5)邉　奈津実 平25. 5. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  444230,041,2 鈴木薬局 〒417-0821 0545-34-2230鈴木　繁 鈴木　繁 昭50.12.23 薬局
     富士市神谷４３９－８ 常　勤:    2 現存
     (薬       2) 平29.12.23
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  445230,048,7 平野薬局 〒416-0939 0545(61)1197平野　照子 平野　照子 昭52.11. 1 薬局
     富士市川成島６６０番地の１の１常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  446230,057,8 鷹岡薬局 〒419-0204 0545-71-9885鈴木　堅治 鈴木　堅治 平14.12. 3 薬局
     富士市入山瀬９６６－５ 常　勤:    1 移動 現存
     (薬       1) 平26.12. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  447230,060,2 佐藤薬局 〒417-0826 0545(34)0251佐藤　好孝 佐藤　好孝 昭56. 9.15 薬局
     富士市中里１２５０ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平29. 9.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  448230,061,0 望月　薬局 〒419-0203 0545-71-3726望月　貞男 望月　貞男 平24. 3.19 薬局
     富士市鷹岡本町３－２０ 常　勤:    3 移動 現存
     (薬       3) 平30. 3.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  449230,062,8 スズキ薬局 〒417-0012 0545(33)1338鈴木　恵子 鈴木　恵子 昭57. 5.25 薬局
     富士市鈴川東町４番３号 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平30. 5.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  450230,063,6 稲垣薬局 〒419-0203 0545-71-3355浅尾　篤 浅尾　智子 昭57. 7.15 薬局
     富士市鷹岡本町７番１７号 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平24. 7.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  451230,073,5 富士見台薬局 〒417-0851 0545(21)0637石川　喜英 石川　喜英 平 2. 6. 1 薬局
     富士市富士見台６丁目３の１１ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  452230,074,3 救命堂薬局 〒416-0946 0545(64)2290佐野　英男 佐野　英男 平 2.12. 1 薬局
     富士市五貫島１１３－１番地 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  453230,077,6 フジタカ薬局 〒419-0201 0545-71-2147渡辺　光雄 山中　清美 平 8. 3.13 薬局
     富士市厚原９３７ 常　勤:    1 交代 現存
     (薬       1) 平29. 3.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  454230,081,8 薬局クリニカルファー〒419-0205 0545-73-2688遠藤　浩 遠藤　浩 平11. 9. 1 薬局
     マシー 富士市天間１５９ー１ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  455230,084,2 清水薬局 〒417-0015 0545(32)0970清水　規江 清水　規江 平16. 4. 7 薬局
     富士市鈴川町９番１号 常　勤:    1 交代 現存
     (薬       1) 平28. 4. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  456230,086,7 長沢薬局 〒417-0051 0545-52-1002長澤　幸子 長澤　幸子 平21. 6. 1 薬局
     富士市吉原４―１３―１８ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  457230,087,5 クロロ薬局 〒417-0809 0545-37-0001佐藤　姫里 佐藤　姫里 平29.10. 1 薬局
     富士市中野字西三ッ倉４２９－２常　勤:    1 新規 現存
     ５、２６、２７ (薬       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  458231,004,9 合資会社　近藤薬局 〒417-0051 0545-52-0011合資会社　近藤薬局　近藤　岳人 昭44.11. 1 薬局
     富士市吉原２丁目８番２１号 常　勤:    1無限責任社員　近藤　 現存
     (薬       1)岳人 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  459231,007,2 有限会社　白井薬局 〒417-0051 0545-55-3203有限会社　白井薬局　鈴木　正直 昭50. 3. 1 薬局
     富士市吉原５丁目１番１７号 常　勤:    3代表取締役　鈴木　正 現存
     (薬       3)直 平29. 3. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  460231,010,6 株式会社　フジイチ薬〒417-0051 0545(52)0801株式会社　フジイチ薬渡邉　悦子 昭50. 3.15 薬局
     局 富士市吉原２丁目７番１０号 常　勤:    2局　代表取締役　渡邉 現存
     (薬       2)　悦子 平29. 3.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  461231,011,4 富士市薬剤師センター〒417-0061 0545(53)8296一般社団法人富士市薬江口　妙子 昭53. 7. 1 薬局
     薬局 富士市伝法字杉の木２８５１ 常　勤:    2剤師会　代表理事　羽 現存
     (薬       2)二生　尚身 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  462231,014,8 富士漢方　薬局 〒417-0052 0545(51)1747有限会社　アイ　代表平野　欽也 平11. 2.19 薬局
     富士市中央町２ー５ー２９ 常　勤:    1取締役　平野　欽也 移動 現存
     (薬       1) 平29. 2.19
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  463231,015,5 ふるはた薬局 〒416-0908 0545-64-5610有限会社　ヒロ　代表千葉　紀江 平16. 5. 1 薬局
     富士市柚木３１３－１ 常　勤:    1取締役　古畑　喜博 移動 現存
     (薬       1) 平28. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  464231,020,5 広見薬局 〒417-0061 0545-21-7191株式会社ヤクシン　代室井　秀樹 平 5. 6. 1 薬局
     富士市伝法字中原５６４の２ 常　勤:    1表取締役　室井　秀樹 現存
     (薬       1) 平29. 6. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  465231,023,9 青葉薬局 〒416-0952 0545-62-6964有限会社　アイ　代表松田　壽美子 平13. 8.10 薬局
     富士市青葉町５３ー２ 常　勤:    3取締役　平野　欽也 移動 現存
     (薬       3) 平25. 8.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  466231,024,7 くにくぼ薬局 〒417-0071 0545-53-8037株式会社ヤクシン　代中司　真生 平19. 7. 2 薬局
     富士市国久保２－７－１０ 常　勤:    3表取締役　室井　秀樹 移動 現存
     (薬       3) 平25. 7. 2
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  467231,036,1 ひまわり薬局 〒416-0908 0545-61-8800有限会社　ランドフュ下川　由美子 平 8. 4.15 薬局
     富士市柚木４５０ー８ 常　勤:    4ーチャー　代表取締役 新規 現存
     (薬       4)　 中　義樹 平29. 4.15
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  468231,037,9 緑ケ丘薬局 〒417-0001 0545-52-9988有限会社　ヒロ　代表古畑　喜博 平 8. 5. 1 薬局
     富士市今泉９ー７ー１４ 常　勤:    6取締役　古畑喜博 新規 現存
     (薬       6) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  469231,038,7 株式会社　フジイチ薬〒417-0809 0545-35-5568株式会社　フジイチ薬清水　慶子 平 8.11. 1 薬局
     局　中野店 富士市中野５０５ー２ 常　勤:    3局　代表取締役　渡邉 新規 現存
     (薬       3)　悦子 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  470231,040,3 永田町薬局 〒417-0055 0545-57-0700株式会社トータルサポ小野澤　孝 平 9. 1.15 薬局
     富士市永田町１ー１２１ 常　勤:    1ート　代表取締役　澤 新規 現存
     (薬       1)田　敏史 平30. 1.15
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  471231,041,1 慧光薬局 〒417-0861 0545-23-0111有限会社慧光　代表取秋山　将寛 平 9. 5. 1 薬局
     富士市広見東本町１３ー７ 常　勤:    3締役　羽二生　尚身 新規 現存
     (薬       3) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  472231,043,7 丘薬局 〒419-0201 0545-73-0155株式会社　フジミ　代横山　浩 平 9.12. 1 薬局
     富士市厚原１２４４ー１ 常　勤:    2表取締役　横山浩 組織変更 現存
     (薬       2) 平27.12. 1
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  473231,045,2 松岡薬局 〒416-0909 0545-66-0877株式会社ヤクシン　代岡部　秀行 平10. 4. 1 薬局
     富士市松岡７０２ー５ 常　勤:    2表取締役　室井　秀樹 新規 現存
     (薬       2) 平28. 4. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  474231,046,0 ハロー薬局　富士店 〒417-0061 0545-55-2111株式会社ヘルスエコノ相澤　みどり 平26. 2.10 薬局
     富士市伝法１９８９－８５ 常　勤:    4ミクス研究所　代表取 移動 現存
     (薬       4)締役　内山　勝博 平26. 2.10
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  475231,048,6 吉澤薬局 〒416-0908 0545-66-0702有限会社　吉澤　代表吉澤　廣美 平21.12.14 薬局
     富士市柚木２２９ 常　勤:    2取締役　吉澤　廣美 移動 現存
     (薬       2) 平27.12.14
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  476231,049,4 メディオ薬局米之宮店〒416-0951 0545-65-0202株式会社メディオ薬局山中　麻紀子 平27.11. 9 薬局
     富士市米之宮町２３６ 常　勤:    3　代表取締役　髙澤　 移動 現存
     (薬       3)貢 平27.11. 9
     非常勤:   19
     (薬      19)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  477231,050,2 なかまる薬局 〒416-0933 0545-66-1311株式会社ヤクシン　代齋藤　寿幸 平10. 8.15 薬局
     富士市中丸１３０ー１ 常　勤:    8表取締役　室井　秀樹 新規 現存
     (薬       8) 平28. 8.15
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  478231,057,7 富士インター薬局 〒417-0061 0545-54-1010中央薬局株式会社　代向山　志郎 平11. 9. 1 薬局
     富士市伝法２４３３ー１ 常　勤:    3表取締役　龍岡　健一 新規 現存
     (薬       3) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  479231,059,3 株式会社　フジイチ薬〒417-0847 0545-39-0330株式会社　フジイチ薬秋山　弥生 平12. 3. 1 薬局
     局　比奈店 富士市比奈４７ー３ 常　勤:    3局　代表取締役　渡邉 新規 現存
     (薬       3)　悦子 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  480231,060,1 ひまわり薬局　松本店〒416-0903 0545-66-3558有限会社　ランドフュ池ケ谷　和永 平12. 4. 1 薬局
     富士市松本３１３ー５ 常　勤:    3ーチャー　代表取締役 新規 現存
     (薬       3)　廣中　義樹 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
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  481231,062,7 メディオ薬局　宮島店〒416-0945 0545-65-6667株式会社メディオ薬局稲岡　信幸 平12.10. 1 薬局
     富士市宮島１３ー３ 常　勤:    2　代表取締役　髙澤　 新規 現存
     (薬       2)貢 平24.10. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  482231,063,5 厚原薬局 〒419-0201 0545-71-9808有限会社　厚原薬局　石川　嘉邦 平12.11. 1 薬局
     富士市厚原５９４ー１４ 常　勤:    1代表取締役　石川　嘉 組織変更 現存
     (薬       1)邦 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  483231,064,3 エムハート薬局　浅間〒417-0073 0545-53-5558株式会社ミック　代表高橋　綾子 平13. 5. 1 薬局
     本町店 富士市浅間本町３ー２４ 常　勤:    2取締役　中川　春原 新規 現存
     (薬       2) 平25. 5. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  484231,066,8 有限会社渡商　すみれ〒416-0955 0545-65-0261有限会社渡商　代表取赤松　隼 平13. 9. 1 薬局
     薬局 富士市川成新町３０６ 常　勤:    2締役　渡辺　みさ子 新規 現存
     (薬       2) 平25. 9. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  485231,070,0 いわまつ薬局 〒416-0909 0545-65-6201株式会社ヤクシン　代石田　浩史 平14.10. 1 薬局
     富士市松岡４９１－１０ 常　勤:    2表取締役　室井　秀樹 新規 現存
     (薬       2) 平26.10. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  486231,072,6 ひまわり薬局　伝法店〒417-0061 0545-73-0861有限会社　ランドフュ川島　留美 平15. 7. 1 薬局
     富士市伝法６５６－１ 常　勤:    2ーチャー　代表取締役 新規 現存
     (薬       2)　 中　義樹 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  487231,073,4 松栄堂薬局　富士岡店〒417-0841 0545-39-0077株式会社　松栄堂薬局岡本　郁美 平15. 9. 1 薬局
     富士市富士岡１４５１－６ 常　勤:    3　代表取締役　久保田 新規 現存
     (薬       3)　保雄 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  488231,074,2 松栄堂薬局　吉原本町〒417-0051 0545-51-8859株式会社　松栄堂薬局久保田　保雄 平15.11. 1 薬局
     駅前店 富士市吉原１－３－４ 常　勤:    1　代表取締役　久保田 新規 現存
     (薬       1)　保雄 平27.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  489231,075,9 エムハート薬局　たか〒417-0044 0545-55-3160株式会社ミック　代表後藤　千尋 平16. 1. 1 薬局
     ね店 富士市高嶺町４－２２ 常　勤:    3取締役　中川　春原 新規 現存
     (薬       3) 平28. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  490231,078,3 さくら薬局 〒416-0948 0545-66-5533有限会社　さくら薬局和田　泰明 平16. 5.15 薬局
     富士市森島４２３－３ 常　勤:    2　和田　泰明 新規 現存
     (薬       2) 平28. 5.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  491231,079,1 メイプル薬局　富士本〒416-0914 0545-66-2655有限会社メイプル　代穐山　好充 平21.12. 1 薬局
     町店 富士市本町１４－６ 常　勤:    3表取締役　遠藤　篤 移動 現存
     (薬       3) 平27.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  492231,080,9 メディオ薬局　西宮島〒416-0939 0545-66-3325株式会社メディオ薬局坂上　直正 平17. 3.15 薬局
     店 富士市川成島７５６－１ 常　勤:    1　代表取締役　髙澤　 新規 現存
     (薬       1)貢 平29. 3.15
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  493231,082,5 はなまる薬局 〒417-0001 0545-55-3656有限会社　ワイアンド三浦　正継 平17. 8.15 薬局
     富士市今泉２－７９－３８ 常　勤:    4ワイ　代表取締役　久 新規 現存
     (薬       4)保田　保雄 平29. 8.15
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  494231,083,3 メディオ薬局　石坂店〒417-0862 0545-23-3100株式会社メディオ薬局所谷　龍太 平18. 5.15 薬局
     富士市石坂１６８－６ 常　勤:    2　代表取締役　髙澤　 新規 現存
     (薬       2)貢 平30. 5.15
     非常勤:   13
     (薬      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  495231,084,1 株式会社ミヤビ・メデ〒417-0001 0545-55-3136株式会社ミヤビ・メデ矢部　雅也 平18. 6. 1 薬局
     ィカル・コーポレーシ富士市今泉２０２２－２５ 常　勤:    1ィカル・コーポレーシ 交代 現存
     ョン　あおい薬局 (薬       1)ョン　代表取締役　矢 平30. 6. 1
     非常勤:    3部　雅也
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  496231,087,4 メイプル薬局　富士駅〒416-0944 0545-65-6677有限会社メイプル　代渡邉　和紀 平19. 6. 1 薬局
     南店 富士市横割１丁目２０番３１号 常　勤:    4表取締役　遠藤　篤 新規 現存
     (薬       4) 平25. 6. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  497231,088,2 このみ薬局　富士店 〒416-0919 0545-65-8866有限会社ジョーブメデ篠原　早苗 平20.11. 1 薬局
     富士市松富町５２－５ 常　勤:    4ィカル　代表取締役　 新規 現存
     (薬       4)加藤　謙 平26.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  498231,090,8 メイプル薬局　瓜島店〒417-0057 0545-32-7000有限会社メイプル　代髙橋　亮有 平21. 4. 1 薬局
     富士市瓜島町３２－２ 常　勤:    3表取締役　遠藤　篤 新規 現存
     (薬       3) 平27. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  499231,091,6 はなまる薬局　がっこ〒417-0049 0545-30-8222有限会社ワイアンドワ大村　倫生 平21. 7. 1 薬局
     う前店 富士市緑町２６ 常　勤:    2イ　代表取締役　久保 新規 現存
     (薬       2)田　保雄 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  500231,092,4 富士こうりん薬局 〒416-0904 0545-65-7700株式会社　Ｈ・Ｎ・Ｓ石川　和正 平21. 6. 1 薬局
     富士市本市場新田５６ー２４ 常　勤:    1　代表取締役　石川　 組織変更 現存
     (薬       1)和正 平27. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  501231,093,2 あがた薬局 〒416-0914 0545-61-2281株式会社アイメディカ榊原　千佳子 平21. 9. 1 薬局
     富士市本町１－２－１０１ 常　勤:    2ル　代表取締役　大森 交代 現存
     (薬       2)　博明 平27. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  502231,094,0 薬局マツモトキヨシ富〒417-0073 0545-54-2466株式会社マツモトキヨ山島　恵美 平21.10. 1 薬局
     士吉原ＳＣ店 富士市浅間本町１－４９ 常　勤:    4シ　代表取締役　大田 新規 現存
     (薬       4)　貴雄 平27.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  503231,095,7 メイプル薬局　横割店〒416-0944 0545-30-7722有限会社メイプル　代松田　博子 平21.11. 1 薬局
     富士市横割４－２－１９ 常　勤:    4表取締役　遠藤　篤 新規 現存
     (薬       4) 平27.11. 1
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  504231,096,5 メディオ薬局　水戸島〒416-0945 0545-66-5566株式会社メディオ薬局渡邉　敦子 平22. 1. 1 薬局
     店 富士市宮島１８３－２ 常　勤:    1　代表取締役　髙澤　 新規 現存
     (薬       1)貢 平28. 1. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  505231,097,3 フジイチ薬局　木の宮〒417-0001 0545-38-9311株式会社フジイチ薬局望月　昌子 平22. 1. 1 薬局
     店 富士市今泉３１２０－３ 常　勤:    3　代表取締役　渡邉　 新規 現存
     (薬       3)悦子 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  506231,098,1 アクア薬局　田子の浦〒416-0955 0545-30-7230株式会社ディー・フロ神　謙二 平22. 1. 1 薬局
     店 富士市川成新町３７５－１ 常　勤:    3ンティア　蛭田　隆之 新規 現存
     (薬       3) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  507231,099,9 小島薬局　アツハラ店〒419-0201 0545-32-7277株式会社小島薬局　代上杉　真利恵 平22. 2. 1 薬局
     富士市厚原５８８－１ 常　勤:    3表取締役　小島　晃 新規 現存
     (薬       3) 平28. 2. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  508231,100,5 このみ薬局　広見店 〒417-0864 0545-22-2111有限会社ジョーブメデ渡邉　範久 平22. 3. 1 薬局
     富士市広見本町４－１８ 常　勤:    1ィカル　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)加藤　謙 平28. 3. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  509231,101,3 メイプル薬局　五貫島〒416-0946 0545-55-5088有限会社メイプル　代宮澤　宏一 平22. 6. 1 薬局
     店 富士市五貫島６９　Ｄ号室 常　勤:    6表取締役　遠藤　篤 新規 現存
     (薬       6) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  510231,102,1 そうごう薬局　富士南〒416-0909 0545-65-6131総合メディカル株式会齋藤　弘樹 平22. 7. 1 薬局
     店 富士市松岡１３５９－７ 常　勤:    1社　代表取締役　坂本 新規 現存
     (薬       1)　賢治 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  511231,103,9 メルモ薬局 〒416-0948 0545(63)8005株式会社如水　代表取石川　登紀子 平22. 8. 1 薬局
     富士市森島１０６番地 常　勤:    2締役　石川　弘幸 組織変更 現存
     (薬       2) 平28. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  512231,105,4 宝珠薬局 〒417-0809 0545-35-6107有限会社慧光　代表取幾見　泰洋 平23. 1. 1 薬局
     富士市中野２５８－２０ 常　勤:    2締役　羽二生　尚身 新規 現存
     (薬       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  513231,106,2 せせらぎ薬局 〒416-0915 0545-32-7788株式会社ミヤビ・メデ安廣　千代美 平23.10. 1 薬局
     富士市富士町１２－１０ 常　勤:    1ィカル・コーポレーシ 新規 現存
     (薬       1)ョン　代表取締役　矢 平29.10. 1
     非常勤:    3部　雅也
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  514231,108,8 メイプル薬局松本店 〒416-0903 0545-60-1800有限会社メイプル　代小澤　浩基 平24. 6. 1 薬局
     富士市松本５１－１８ 常　勤:    1表取締役　遠藤　篤 新規 現存
     (薬       1) 平30. 6. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  515231,109,6 メディスン・ヒル薬局〒417-0061 0545-23-3500株式会社メディスン・齋藤　八千代 平24. 8. 1 薬局
     富士市伝法１７４－１ 常　勤:    2ヒル　代表取締役　岡 新規 現存
     (薬       2)田　徹 平24. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  516231,110,4 メイプル薬局今泉店 〒417-0001 0545-55-5858有限会社メイプル　代黒澤　哲也 平24. 9. 1 薬局
     富士市今泉５－１２－１２ 常　勤:    1表取締役　遠藤　篤 新規 現存
     (薬       1) 平24. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  517231,111,2 日本調剤　蒲原薬局 〒421-3306 0545-56-0200日本調剤株式会社　代渡邊　真央子 平24.10. 1 薬局
     富士市中之郷大楽窪２４３７－５常　勤:    6表取締役　三津原　博 新規 現存
     　１階 (薬       6) 平24.10. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  518231,112,0 アンジュ薬局 〒417-0809 0545-36-1323株式会社コア　代表取相澤　淳 平24.10. 1 薬局
     富士市中野５６８ー５ 常　勤:    2締役　相澤　淳 交代 現存
     (薬       2) 平24.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  519231,113,8 クリエイト薬局富士松〒416-0909 0545-66-1310株式会社クリエイトエ遠藤　淳平 平24.12. 1 薬局
     岡店 富士市松岡３４８－１ 常　勤:    2ス・ディー　代表取締 新規 現存
     (薬       2)役　廣瀨　泰三 平24.12. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  520231,114,6 うさぎ薬局　荒田島店〒417-0043 0545-30-7188株式会社杉竹調剤　代杉沢　雅史 平25. 1. 1 薬局
     富士市荒田島町３－２０ 常　勤:    1表取締役　杉沢　雅史 新規 現存
     (薬       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  521231,115,3 ひまわり薬局比奈店 〒417-0847 0545-39-0131有限会社ランドフュー平松　幸雄 平25. 3. 1 薬局
     富士市比奈１２９５ー１５ 常　勤:    2チャー　代表取締役　 交代 現存
     (薬       2) 中　義樹 平25. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  522231,116,1 クオール薬局富士永田〒417-0057 0545-53-9927クオール株式会社　代浅川　陽平 平25. 4. 1 薬局
     町店 富士市瓜島町９５ー２ 常　勤:    1表取締役　中村　敬 交代 現存
     (薬       1) 平25. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  523231,117,9 クオール薬局富士北店〒419-0201 0545-72-2112クオール株式会社　代伊藤　皓二 平25. 4. 1 薬局
     富士市厚原８３８ー２ 常　勤:    1表取締役　中村　敬 交代 現存
     (薬       1) 平25. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  524231,118,7 クオール薬局横割店 〒416-0944 0545-62-3777クオール株式会社　代山下　拓也 平25. 4. 1 薬局
     富士市横割３－１０－１０ 常　勤:    1表取締役　中村　敬 交代 現存
     (薬       1) 平25. 4. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  525231,119,5 ひかり薬局 〒417-0048 054-530-8912ティーエイチ株式会社渡邊　達郎 平25. 6. 1 薬局
     富士市高島町６３ 常　勤:    2　代表取締役　渡邊　 新規 現存
     (薬       2)達郎 平25. 6. 1
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  526231,121,1 アクア薬局　日の出町〒417-0056 0545-30-8926株式会社ディー・フロ坂口　太 平25. 6. 1 薬局
     店 富士市日之出町１８０ 常　勤:    1ンティア　代表取締役 新規 現存
     (薬       1)　蛭田　隆之 平25. 6. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  527231,122,9 富士中央薬局 〒417-0048 0545-55-2605株式会社マル・コーポ津田　昌史 平25. 6. 1 薬局
     富士市高島町３０ 常　勤:    2レーション　代表取締 新規 現存
     (薬       2)役　丸　孝弘 平25. 6. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  528231,123,7 日本調剤　富士高島薬〒417-0048 0545-55-3351日本調剤株式会社　代木谷　亮太 平25. 6. 1 薬局
     局 富士市高島町３２－１ 常　勤:    4表取締役　三津原　博 新規 現存
     (薬       4) 平25. 6. 1
     非常勤:   13
     (薬      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  529231,124,5 アサヒ薬局富士中央店〒417-0048 0545-30-7904株式会社ティーファー髙橋　友幸 平25. 8. 1 薬局
     富士市高島町１０６ 常　勤:    1マシー　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)高橋　友幸 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  530231,127,8 メイプル薬局富士見台〒417-0855 0545-21-8100有限会社メイプル　代望月　佑規 平25.11. 1 薬局
     入口店 富士市三ツ沢２４７－３ 常　勤:    3表取締役　遠藤　篤 新規 現存
     (薬       3) 平25.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  531231,132,8 レモン薬局　富士店 〒419-0204 0545-71-0801シップヘルスケアファ朝日　恵美子 平26. 4. 1 薬局
     富士市入山瀬９１６ー６ 常　勤:    4ーマシー東日本株式会 交代 現存
     (薬       4)社　代表取締役　沖本 平26. 4. 1
     非常勤:    4　浩一
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  532231,133,6 福聚薬局 〒417-0048 0545-32-8900有限会社慧光　代表取羽二生　尚身 平26. 5. 1 薬局
     富士市高島町９９ 常　勤:    1締役　羽二生　尚身 新規 現存
     (薬       1) 平26. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  533231,135,1 アリス薬局米之宮店 〒416-0951 0545-62-1500株式会社田方調剤薬局藤堂　幸雄 平26. 8. 1 薬局
     富士市米之宮町１３７－２ 常　勤:    1　代表取締役　鈴木　 新規 現存
     (薬       1)典之 平26. 8. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  534231,136,9 ウエルシア薬局富士岩〒421-3305 0545-56-2255ウエルシア薬局株式会池田　伸顯 平26. 9. 1 薬局
     淵店 富士市岩淵７７７－２ 常　勤:    2社　代表取締役　水野 交代 現存
     (薬       2)　秀晴 平26. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  535231,137,7 ウエルシア薬局富士中〒417-0048 0545-55-2377ウエルシア薬局株式会梶原　賢樹 平26. 9. 1 薬局
     央病院前店 富士市高島町１０８ 常　勤:    2社　代表取締役　水野 交代 現存
     (薬       2)　秀晴 平26. 9. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  536231,138,5 杏林堂薬局　富士松岡〒416-0909 0545-66-0411株式会社　杏林堂薬局久保田　智也 平26.12. 1 薬局
     店 富士市松岡５５８－１ 常　勤:    3　代表取締役　青田　 新規 現存
     (薬       3)英行 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  537231,139,3 メイプル薬局石坂店 〒417-0862 0545-23-2800有限会社メイプル　代金子　哲也 平27. 4. 1 薬局
     富士市石坂２７９－１　１０１号常　勤:    2表取締役　遠藤　篤 新規 現存
     室 (薬       2) 平27. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  538231,140,1 いしざか薬局 〒417-0862 0545-32-9981株式会社ヤクシン　代望月　宣彦 平27. 6. 1 薬局
     富士市石坂６８－７ 常　勤:    2表取締役　室井　秀樹 新規 現存
     (薬       2) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  539231,141,9 アーク　ファーマシー〒416-0951 0545-32-9932有限会社アーク　代表髙橋　春之介 平27. 8. 1 薬局
     富士市米之宮町２０８ 常　勤:    1取締役　髙橋　清彦 新規 現存
     (薬       1) 平27. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  540231,142,7 アイン薬局　富士吉原〒417-0051 0545-30-9910株式会社アインファー青木　崇弘 平27.11. 1 薬局
     店 富士市吉原４－６－２７－２ 常　勤:    2マシーズ　代表取締役 交代 現存
     (薬       2)　大石　美也 平27.11. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
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  541231,143,5 アイン薬局　富士中央〒417-0048 0545-30-9129株式会社アインファー橋本　兆棋 平27.11. 1 薬局
     店 富士市高島町１０５ 常　勤:    2マシーズ　代表取締役 交代 現存
     (薬       2)　大石　美也 平27.11. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  542231,144,3 ヒカリ薬局　富士店 〒416-0916 0545-65-3685株式会社アインファー上原　里美 平27.11. 1 薬局
     富士市平垣１０９－１０ 常　勤:    5マシーズ　代表取締役 交代 現存
     (薬       5)　大石　美也 平27.11. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  543231,146,8 メイプル薬局瓜島西店〒417-0057 0545-55-2088有限会社メイプル　代飛田　将希 平28. 7. 1 薬局
     富士市瓜島町１０４－１ 常　勤:    3表取締役　遠藤　篤 新規 現存
     (薬       3) 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  544231,147,6 ファーマライズ薬局　〒417-0801 0545-37-2477東海ファーマライズ株渡邉　佑樹 平28. 6. 1 薬局
     富士店 富士市大淵字狐窪２８００－９ 常　勤:    3式会社　代表取締役　 交代 現存
     (薬       3)鹿犱　徹 平28. 6. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  545231,148,4 ファーマライズ薬局富〒416-0931 0545-66-3111東海ファーマライズ株庄司　友一 平28. 6. 1 薬局
     士蓼原店 富士市蓼原１６１９－２ 常　勤:    2式会社　代表取締役　 交代 現存
     (薬       2)鹿犱　徹 平28. 6. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  546231,149,2 まごころ薬局　津田店〒417-0035 0545-32-8141株式会社ロングライフ新納　靖規 平28. 6. 1 薬局
     富士市津田町１８３ 常　勤:    1　代表取締役　米田　 交代 現存
     (薬       1)博文 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  547231,150,0 ウエルシア薬局　富士〒416-0921 0545-66-0164ウエルシア薬局株式会寺内　弘道 平28. 9. 1 薬局
     水戸島店 富士市水戸島字松井１１９ー４ 常　勤:    3社　代表取締役　水野 交代 現存
     (薬       3)　秀晴 平28. 9. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  548231,151,8 ウエルシア薬局　富士〒416-0951 0545-66-0257ウエルシア薬局株式会久保田　昌良 平28. 9. 1 薬局
     五味島店 富士市米之宮町２４０ 常　勤:    3社　代表取締役　水野 交代 現存
     (薬       3)　秀晴 平28. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  549231,152,6 ウエルシア薬局　富士〒416-0955 0545-66-0287ウエルシア薬局株式会戸塚　紀恵 平28. 9. 1 薬局
     川成島店 富士市川成新町６０ 常　勤:    4社　代表取締役　水野 交代 現存
     (薬       4)　秀晴 平28. 9. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  550231,153,4 ウエルシア薬局　富士〒417-0043 0545-54-1792ウエルシア薬局株式会中川　育也 平28. 9. 1 薬局
     荒田島店 富士市荒田島町９－２５ 常　勤:    5社　代表取締役　水野 交代 現存
     (薬       5)　秀晴 平28. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  551231,154,2 アイセイ薬局　富士錦〒417-0045 0545-55-5851株式会社アイセイ薬局北村　祥章 平28.10. 1 薬局
     町店 富士市錦町１－５－２６ 常　勤:    4　代表取締役　藤井　 交代 現存
     (薬       4)江美 平28.10. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  552231,155,9 アイセイ薬局　富士天〒419-0205 0545-73-0220株式会社アイセイ薬局志賀　一平 平28.11. 1 薬局
     間店 富士市天間字大久保１５８８－１常　勤:    3　代表取締役　藤井　 新規 現存
     ０ (薬       3)江美 平28.11. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  553231,156,7 ふたば薬局富士駅前店〒416-0922 0545-66-1911エイコー株式会社　代森　龍太郎 平28.11. 1 薬局
     富士市水戸島元町１４－１８ 常　勤:    2表取締役　井口　英三 新規 現存
     (薬       2) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  554231,157,5 ふじやま薬局 〒416-0954 0545-38-9179株式会社ＫＥＮＳ　代古川　健太郎 平28.12. 1 薬局
     富士市本市場町１００２ 常　勤:    3表取締役　古川　健太 新規 現存
     (薬       3)郎 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  555231,158,3 杏林堂薬局　富士厚原〒419-0201 0545-73-2611株式会社杏林堂薬局　松尾　宗一郎 平28.12. 1 薬局
     店 富士市厚原１２４１ 常　勤:    2代表取締役　青田　英 新規 現存
     (薬       2)行 平28.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)



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

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表［静岡県］

［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    72 頁

  556231,159,1 ウエルシア薬局　富士〒417-0001 0545-23-2232ウエルシア薬局株式会小島　辰信 平29. 2. 1 薬局
     木の宮店 富士市今泉３２２１ 常　勤:    1社　代表取締役　水野 新規 現存
     (薬       1)　秀晴 平29. 2. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  557231,160,9 ウエルシア薬局　富士〒419-0201 0545-73-0789ウエルシア薬局株式会 村　朝昭 平29. 2. 1 薬局
     厚原店 富士市厚原８２－１ 常　勤:    1社　代表取締役　水野 新規 現存
     (薬       1)　秀晴 平29. 2. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  558231,161,7 アリス薬局富士店 〒416-0909 0545-65-0686株式会社ベルツリー　山﨑　眞利 平29. 2. 1 薬局
     富士市松岡４０２－２ 常　勤:    2代表取締役　岩田　要 交代 現存
     (薬       2)一 平29. 2. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  559231,163,3 原田薬局　神谷店 〒417-0821 0545-32-8505株式会社ウェルネスサ今関　郁夫 平29. 9. 1 薬局
     富士市神谷４４６－１ 常　勤:    3ポート　代表取締役　 交代 現存
     (薬       3)津吹　慎一 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  560231,164,1 ウエルシア薬局富士国〒417-0071 0545-54-2860ウエルシア薬局株式会山﨑　陽子 平29.10. 1 薬局
     久保店 富士市国久保１－５－２２ 常　勤:    1社　代表取締役　水野 新規 現存
     (薬       1)　秀晴 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  561231,165,8 メイプル薬局蓼原店 〒416-0931 0545-66-5001有限会社メイプル　代黒澤　哲也 平29.12. 1 薬局
     富士市蓼原１８６－１４ 常　勤:    1表取締役　遠藤　篤 新規 現存
     (薬       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  562231,166,6 原田薬局　御幸通り店〒417-0043 0545-30-7760株式会社　原田薬局　原田　義次 平30. 2. 1 薬局
     富士市荒田島町６－２０ 常　勤:    1代表取締役　原田　義 交代 現存
     (薬       1)次 平30. 2. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  563231,167,4 大村薬局 〒417-0826 0545-34-0016株式会社大村薬局　代渡邉　榮 平30. 3. 1 薬局
     富士市中里１４１２ 常　勤:    1表取締役　渡邉　榮 交代 現存
     (薬       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  564311,001,8 塩坂薬局 〒421-3306 0545-81-3005有限会社　塩坂薬局　齋藤　由美子 平20. 6. 4 薬局
     富士市中之郷１２６４－１－５ 常　勤:    2代表取締役　塩坂　光 移動 現存
     (薬       2)伸 平26. 6. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  565311,003,4 アリス薬局 〒421-3303 0545-56-3100株式会社ベルツリー　岡本　泰樹 平12.10.15 薬局
     富士市南松野２６８４－７ 常　勤:    1代表取締役　岩田　要 新規 現存
     (薬       1)一 平24.10.15
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  566320,091,8 太田薬局 〒424-0901 0543-34-1588太田　伊則 太田　伊則 昭52.12.15 薬局
     静岡市清水区三保３４８８－６ 常　勤:    2 現存
     (薬       2) 平28.12.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  567320,093,4 植田薬局 〒424-0055 0543(46)3783植田　悦子 植田　悦子 昭53. 5. 1 薬局
     静岡市清水区吉川９３０－１ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  568320,101,5 船越薬局 〒424-0862 0543(53)3023伊東　充 伊東　信子 昭55. 6. 9 薬局
     静岡市清水区船越東町２３５番地常　勤:    1 現存
     １号 (薬       1) 平28. 6. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  569320,103,1 すみれ薬局 〒424-0038 0543(64)5229三瓶　由美子 三瓶　由美子 平 6. 9.30 薬局
     静岡市清水区西久保１丁目１３－常　勤:    1 移動 現存
     ２１ (薬       1) 平24. 9.30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  570320,129,6 ぶんじ永楽堂薬局 〒424-0934 0543-34-5838岩崎　文治 岩崎　文治 平 5. 8.15 薬局
     静岡市清水区村松原１丁目４番３常　勤:    2 現存
     号 (薬       2) 平29. 8.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  571320,136,1 ミネ薬局 〒424-0037 0543-66-5387隅田　栄一 隅田　栄一 平11.10. 1 薬局
     静岡市清水区袖師町４６１ー３ 常　勤:    1 移動 現存
     (薬       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  572320,138,7 スマイル薬局 〒424-0865 0543-51-6177長谷川　幸保 長谷川　幸保 平10. 4. 6 薬局
     静岡市清水区船越３－５－２６ 常　勤:    1 移動 現存
     (薬       1) 平28. 4. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  573320,140,3 やさか薬局 〒424-0023 0543-66-8478井上　雪子 井上　雪子 平10. 5.15 薬局
     静岡市清水区八坂北２ー１２ー１常　勤:    1 新規 現存
     ５ (薬       1) 平28. 5.15
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  574320,141,1 つるまい薬局 〒424-0047 0543-71-1811市岡　智博 市岡　智博 平11. 3.15 薬局
     静岡市清水区鶴舞町６ー４ 常　勤:    3 新規 現存
     (薬       3) 平29. 3.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  575320,149,4 扇子屋薬局 〒424-0205 0543-69-0231伏見　喜代子 伏見　喜代子 平14. 8. 1 薬局
     静岡市清水区興津本町３７ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  576321,001,6 有限会社タシロ薬局 〒424-0818 0543(66)0619有限会社タシロ薬局　田代　ふみ子 昭47.10. 1 薬局
     静岡市清水区江尻町５番１０号 常　勤:    2代表取締役　田代　慶 現存
     (薬       2)康 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  577321,006,5 株式会社　高橋薬局 〒424-0837 0543-66-3820株式会社　高橋薬局　高橋　利明 昭50.12.26 薬局
     静岡市清水区桜橋町１０－２６ 常　勤:    2代表取締役　高橋　利 現存
     (薬       2)明 平29.12.12
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  578321,011,5 有限会社荷居屋 〒424-0815 0543(66)0218有限会社　荷居屋　池池上　於嵯子 昭56. 6.15 薬局
     静岡市清水区江尻東１丁目３番１常　勤:    1上　貴淑 現存
     ３号 (薬       1) 平29. 6.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  579321,013,1 庵原薬局 〒424-0113 0543-64-5168有限会社庵原調剤薬局松田　和枝 平17. 8. 1 薬局
     静岡市清水区原５６－６ 常　勤:    7　代表取締役　柴田　 移動 現存
     (薬       7)昭 平29. 8. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  580321,019,8 平和堂薬局 〒424-0826 0543-52-5584有限会社平和堂薬局　保坂　知彦 昭61.10.24 薬局
     静岡市清水区万世町２丁目２番４常　勤:    2代表取締役　保坂　知 現存
     号 (薬       2)彦 平28.10.24
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  581321,022,2 さかえ薬局 〒424-0815 0543-66-2694有限会社さかえ薬局　吉永　陽子 平14. 5. 1 薬局
     静岡市清水区江尻東１－１－１ 常　勤:    2代表取締役　吉永　陽 移動 現存
     (薬       2)子 平26. 5. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  582321,024,8 グリーン薬局 〒424-0886 0543(48)4016有限会社グリーン調剤武田　雅宏 平 2. 7.15 薬局
     静岡市清水区草薙１４０－２ 常　勤:    4薬局　松井　まや子 現存
     (薬       4) 平28. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  583321,025,5 全快堂薬局　本店 〒424-0816 0543-66-3288有限会社　全快堂薬局檜佐　珠美 平 6. 9. 2 薬局
     静岡市清水区真砂町２ー２２ 常　勤:    2　代表取締役　長谷川 移動 現存
     (薬       2)　雄司 平24. 9. 2
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  584321,026,3 有限会社　全快堂薬局〒424-0806 054-364-0222有限会社全快堂薬局　長谷川　雄司 平21. 5. 1 薬局
     　 町店 静岡市清水区 １－１－１９ 常　勤:    3代表取締役　長谷川　 移動 現存
     (薬       3)雄司 平27. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  585321,030,5 眞長薬局 〒424-0832 0543-67-0831眞長兵衛　株式会社　藤井　ひろみ 平 8. 3.15 薬局
     静岡市清水区入江南町２ー２７ 常　勤:    5代表取締役　藤井　ひ 新規 現存
     (薬       5)ろみ 平29. 3.15
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  586321,032,1 みなと薬局 〒424-0934 0543-35-9322有限会社みなと薬局　松永　祥子 平 8. 8. 1 薬局
     静岡市清水区村松原１ー２ー１ 常　勤:    5代表取締役　穴沢　章 新規 現存
     (薬       5)匡 平29. 8. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  587321,033,9 みかど台薬局 〒424-0066 0543-44-0715有限会社メデックス　後藤　遼太郎 平 9. 9. 1 薬局
     静岡市清水区七ツ新屋２ー４ー２常　勤:    2代表取締役　杉山　一 新規 現存
     ０ (薬       2)延 平24. 9. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  588321,034,7 有限会社　東洋堂薬局〒424-0829 0543(52)1584有限会社　東洋堂薬局髙山　泰彦 平 9.11. 1 薬局
     静岡市清水区巴町１番４号 常　勤:    3　代表取締役　髙山　 組織変更 現存
     (薬       3)泰彦 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  589321,035,4 ＭＤ下野薬局 〒424-0012 0543-61-0648中央メディツク株式会望月　俊彦 平 9.12. 1 薬局
     静岡市清水区下野西７ー４ 常　勤:    6社　代表取締役　望月 新規 現存
     (薬       6)　俊彦 平27.12. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  590321,036,2 みとみどう薬局 〒424-0842 0543-53-0202有限会社　美富美堂薬細谷　扶二子 平 9.12.15 薬局
     静岡市清水区春日１ー７ー６ 常　勤:    5品　代表取締役　細谷 新規 現存
     (薬       5)　扶二子 平27.12.15
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  591321,037,0 三浦薬局　八木間店 〒424-0212 0543-69-6011有限会社　三浦薬局　酒井　一好 平10. 1. 1 薬局
     静岡市清水区八木間町１８９３ 常　勤:    4代表取締役　三浦　新 新規 現存
     (薬       4)介 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  592321,038,8 上力薬局 〒424-0856 0543-37-1655有限会社　リトルホー小鷹　和美 平10.12.15 薬局
     静岡市清水区上力町６ー２２ 常　勤:    3ク　代表取締役　小鷹 新規 現存
     (薬       3)　和美 平28.12.15
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  593321,040,4 有限会社　ヤマギワ薬〒424-0854 0543-53-6226有限会社　ヤマギワ薬山際　充雄 平11.12. 1 薬局
     局　矢部店 静岡市清水区中矢部町３ー１１ 常　勤:    2局　代表取締役　山際 組織変更 現存
     (薬       2)　充雄 平29.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  594321,044,6 つくし薬局 〒424-0038 0543-71-6200株式会社トータルサポ高橋　香 平12. 6. 1 薬局
     静岡市清水区西久保３１０ー２１常　勤:    2ート　代表取締役　澤 新規 現存
     (薬       2)田　敏史 平30. 6. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  595321,045,3 つつじ堂薬局二番館 〒424-0886 0543-47-3728有限会社サカモト　代坂本　喜美江 平12.11.15 薬局
     静岡市清水区草薙１ー１４ー６ 常　勤:    1表取締役　坂本　博昭 新規 現存
     (薬       1) 平24.11.15
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  596321,047,9 清水市民薬局 〒424-0911 0543-37-2500有限会社　シティファ丸田　博之 平12.12.15 薬局
     静岡市清水区宮加三７７３ー２ 常　勤:    4ルマ　代表取締役　太 新規 現存
     (薬       4)田　伊則 平24.12.15
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  597321,050,3 日本調剤　桜ケ丘薬局〒424-0836 0543-55-3781日本調剤　株式会社　田村　貴衣 平13. 4. 1 薬局
     静岡市清水区桜が丘町１４ー１ 常　勤:    3代表取締役　三津原　 新規 現存
     (薬       3)博 平25. 4. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  598321,051,1 日本調剤　殿沢薬局 〒424-0912 0543-37-2541日本調剤株式会社　代堀　洋美 平13. 4. 1 薬局
     静岡市清水区殿沢１ー１ー１ 常　勤:    4表取締役　三津原　博 新規 現存
     (薬       4) 平25. 4. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  599321,052,9 グリーンぱる清水セン〒424-0836 0543-55-3961株式会社グリーンぱる大村　洋一 平13. 4.15 薬局
     ター薬局 静岡市清水区桜が丘町１１ー１９常　勤:    1　代表取締役　杉本　 新規 現存
     (薬       1)憲治 平25. 4.15
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  600321,053,7 らいふ薬局　押切店 〒424-0008 0543-44-6511有限会社　エムネット 岡　智佳 平13. 7.15 薬局
     静岡市清水区押切１７３８－２ 常　勤:    1　代表取締役　森内　 新規 現存
     (薬       1)次男 平25. 7.15
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  601321,055,2 グリーンぱる清水セン〒424-0817 0543-61-1521株式会社　グリーンぱ下山　道子 平14. 8.15 薬局
     ター薬局　銀座店 静岡市清水区銀座２－２０ 常　勤:    3る　代表取締役　杉本 新規 現存
     (薬       3)　憲治 平26. 8.15
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  602321,056,0 みなと薬局　木の下町〒424-0846 0543-44-2800有限会社みなと薬局　吉岡　昭保 平14. 9. 1 薬局
     店 静岡市清水区木の下町９３ 常　勤:    2代表取締役　穴沢　章 新規 現存
     (薬       2)匡 平26. 9. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  603410,032,3 中村薬局 〒420-0022 054-255-4193中村　光子 中村　光子 昭47.10. 1 薬局
     静岡市葵区車町２０番地 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  604410,038,0 上土薬局 〒420-0810 054-261-3603北島　栄 北島　栄 平 7. 4. 6 薬局
     静岡市葵区上土１－１－５４ 常　勤:    1 移動 現存
     (薬       1) 平28. 4. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  605410,117,2 井上薬局 〒422-8077 054(285)2381井上　幸子 井上　幸子 昭45.12. 1 薬局
     静岡市駿河区大和２丁目１番１６常　勤:    1 現存
     号 (薬       1) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  606410,198,2 さとう薬局 〒420-0969 054(247)3918佐藤　幸夫 佐藤　佳代子 平 8.10.28 薬局
     静岡市葵区有永町２３番の２３号常　勤:    1 移動 現存
     (薬       1) 平29.10.28
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  607410,209,7 小鹿薬局 〒422-8021 岡　慶一 岡　慶一 昭55. 2. 1 薬局
     静岡市駿河区小鹿８５６－２ 常　勤:    2 現存
     (薬       2) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  608410,213,9 グリーン薬局 〒420-0803 054(261)7984堀田　佐智子 堀田　佐智子 昭55. 5. 1 薬局
     静岡市葵区千代田７丁目６番３９常　勤:    2 現存
     号 (薬       2) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  609410,215,4 十字堂薬局城北店 〒420-0934 054-247-7867木苗　秀樹 木苗　恭子 平 7. 9. 5 薬局
     静岡市葵区岳美１番８号 常　勤:    1 移動 現存
     (薬       1) 平28. 9. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  610410,223,8 タムラ薬局 〒420-0881 054(246)7296田村　悦郎 田村　美代子 昭57. 4.15 薬局
     静岡市葵区北安東２丁目２５番５常　勤:    1 現存
     号 (薬       1) 平30. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  611410,227,9 アンシンドー薬局 〒420-0042 054-254-2616島村　賢 島村　賢 昭57.10.15 薬局
     静岡市葵区駒形通４丁目４番１号常　勤:    1 現存
     成心堂ビル１Ｆ (薬       1) 平24.10.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  612410,237,8 成芳堂薬局 〒421-1215 054-278-6756鈴木　葉子 鈴木　葉子 昭59. 2. 1 薬局
     静岡市葵区羽鳥５－１－８ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  613410,249,3 ほりい薬局 〒420-0915 054-262-5150堀井　美智子 堀井　美智子 昭61. 2.15 薬局
     静岡市葵区南瀬名町２７番７号 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平28. 2.15
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  614410,256,8 ワタセ薬局 〒422-8058 054-282-5581渡瀬　幸宏 渡瀬　幸宏 昭62. 7. 1 薬局
     静岡市駿河区中原５３１番地の１常　勤:    1 現存
     ４ (薬       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  615410,264,2 あさばた薬局 〒420-0961 054-247-7211内田　陽子 内田　陽子 平25.11. 5 薬局
     静岡市葵区北１－９－３４ 常　勤:    1 移動 現存
     (薬       1) 平25.11. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  616410,267,5 笠原薬局 〒422-8072 054(284)1881笠原　喜美子 笠原　久美子 平 2. 1.31 薬局
     静岡市駿河区小黒２丁目２番１１常　勤:    1 現存
     号 (薬       1) 平29. 1.31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  617410,276,6 エース薬局 〒420-0866 054(252)8481若林　晃二 若林　晃二 平 4. 4. 1 薬局
     静岡市葵区西草深町５番９号 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  618410,277,4 ハギワラ薬局 〒422-8076 054(285)0659萩原　俊夫 萩原　俊夫 平 4.10. 9 薬局
     静岡市駿河区八幡１丁目４－３７常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平29. 4.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  619410,280,8 伊藤薬局 〒420-0065 054-252-1314伊藤　光三 伊藤　光三 平 5. 6.15 薬局
     静岡市葵区新通１丁目１１番１０常　勤:    1 現存
     号 (薬       1) 平29. 6.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  620410,289,9 まるさ　石川屋薬局 〒420-0034 054-255-0440石川　忠男 石川　元之 平 7. 9.15 薬局
     静岡市葵区常磐町２ー５ー２ 常　勤:    3 新規 現存
     (薬       3) 平28. 9.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  621410,292,3 伊藤薬局 〒420-0882 054-245-4762伊藤　静代 伊藤　静代 平 8.10.15 薬局
     静岡市葵区安東１ー１２ー２８ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平29.10.15
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  622410,303,8 ひかり薬局 〒421-0112 054-268-0340海老岡　ゆかり 海老岡　ゆかり 平10. 8. 1 薬局
     静岡市駿河区東新田１ー１３ー２常　勤:    1 新規 現存
     ９ (薬       1) 平28. 8. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  623410,305,3 ニコニコ堂薬局 〒420-0031 054-251-6960村松　正義 村松　直世 平25. 5.22 薬局
     静岡市葵区呉服町２－７－１０鋳常　勤:    1 移動 現存
     物会館１Ａ (薬       1) 平25. 5.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  624410,308,7 久保薬局 〒421-0122 054-259-2143久保　恒治 久保　恒治 平13.12. 1 薬局
     静岡市駿河区用宗３ー２－２８ 常　勤:    1 移動 現存
     (薬       1) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  625410,310,3 ひかり薬局　登呂店 〒422-8033 054-280-6620海老岡　ゆかり 海老岡　敏光 平12. 2. 1 薬局
     静岡市駿河区登呂６ー１３ー１１常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平30. 2. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  626410,314,5 海野薬局 〒421-0112 054-257-3499海野　文男 海野　文男 平13. 1. 1 薬局
     静岡市駿河区東新田５ー１６ー２常　勤:    1 新規 現存
     ８ (薬       1) 平25. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  627410,316,0 マイ薬局 〒420-0882 054-248-3481大村　式部 佐藤　芳憲 平14. 4. 1 薬局
     静岡市葵区安東２－９－１４－２常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  628411,001,7 （株）平尾薬局 〒420-0031 054(255)0670株式会社　平尾薬局　平尾　芳子 昭47.10. 1 薬局
     静岡市葵区呉服町２丁目７－２ 常　勤:    1代表取締役　平尾　正 現存
     (薬       1)志 平30. 4.20
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  629411,002,5 株式会社　コマガタ薬〒420-0042 054-252-3984株式会社　コマガタ薬服部　勝彦 昭47.10. 1 薬局
     局 静岡市葵区駒形通５丁目３番１６常　勤:    2局　代表取締役　服部 現存
     号 (薬       2)　勝彦 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  630411,008,2 有限会社　石川薬局 〒420-0035 054(252)4904有限会社　石川薬局　石川　滋彦 昭47.10. 1 薬局
     静岡市葵区七間町３番地の５　石常　勤:    3代表取締役　石川　達 現存
     川ビル　１Ｆ (薬       3)郎 平28.10. 8
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  631411,009,0 落合慈恵堂薬局 〒420-0078 054(252)2651株式会社滋恵堂　代表落合　啓男 昭47. 4.18 薬局
     静岡市葵区八番町１ー１ 常　勤:    1取締役　落合啓男 現存
     (薬       1) 平27.12.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  632411,013,2 株式会社　唐木屋薬局〒420-0031 054(252)0266株式会社　唐木屋薬局秋山　宗一朗 昭44.12. 1 薬局
     静岡市葵区呉服町２丁目２番地の常　勤:    2　代表取締役　秋山　 現存
     ７ (薬       2)宗一朗 平29.12. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  633411,017,3 有限会社　静薬局 〒420-0042 054(254)2853有限会社静薬局　代表細木　富士夫 昭48. 1.11 薬局
     静岡市葵区駒形通２丁目２番４号常　勤:    2取締役　細木　富士夫 現存
     (薬       2) 平28. 6. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  634411,024,9 株式会社　伊藤薬局 〒422-8006 054-285-4544株式会社伊藤薬局　伊伊藤　純一 昭52. 4.28 薬局
     静岡市駿河区曲金１丁目６番８号常　勤:    2藤　純一 現存
     (薬       2) 平28. 4.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  635411,025,6 株式会社　スズキ薬局〒421-0122 054(259)2118株式会社　スズキ薬局鈴木　登志子 昭52.11.19 薬局
     静岡市駿河区用宗４丁目３番８号常　勤:    3　代表取締役　鈴木　 現存
     (薬       3)惇弘 平28.11.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  636411,026,4 竜生堂薬局　城北店 〒420-0805 054-200-4550有限会社　竜生堂ファ永田　雅久 平12. 8. 7 薬局
     静岡市葵区城北２５ー２ 常　勤:    5ルマ　代表取締役　永 移動 現存
     (薬       5)田　叔久 平24. 8. 7
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  637411,033,0 有限会社小野薬局 〒420-0923 054(262)6592有限会社小野薬局　代漆畑　弘司 平23. 9.20 薬局
     静岡市葵区川合２－１－１５ 常　勤:    5表取締役　岩下　收 移動 現存
     (薬       5) 平29. 9.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  638411,042,1 三浦薬局 〒421-1215 054-278-2311有限会社　三浦薬局　大 　良宏 昭57. 4.14 薬局
     静岡市葵区羽鳥３丁目２２番３７常　勤:    6代表取締役　三浦　新 現存
     号 (薬       6)介 平30. 4.14
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  639411,048,8 有限会社　たけみ薬局〒420-0934 054(247)7305有限会社　たけみ薬局吉田　明美 昭57.10.23 薬局
     静岡市葵区岳美１９番６号 常　勤:    1　取締役　井野　伸子 現存
     (薬       1) 平24.10.23
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  640411,054,6 古庄からきや薬局ヘル〒420-0812 054-265-1133株式会社　古庄唐木屋秋山　良太 平28. 1. 1 薬局
     シーパーク 静岡市葵区古庄３－２－５８ 常　勤:    2薬局　代表取締役　秋 移動 現存
     (薬       2)山　良太 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  641411,065,2 有限会社　エンゼル薬〒420-0816 054-264-0230有限会社　エンゼル薬小林　美幸 昭61. 9. 1 薬局
     局 静岡市葵区沓谷５丁目４番１３号常　勤:    4局　代表取締役　小林 現存
     (薬       4)　美幸 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  642411,077,7 八木薬局 〒422-8041 054(281)5225株式会社八木　代表取八木　清一郎 平元. 6. 1 薬局
     静岡市駿河区中田１丁目１番３４常　勤:    1締役　八木　清一郎 現存
     号 (薬       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  643411,079,3 株式会社　みつま薬局〒421-0103 0542(59)1076株式会社みつま薬局　満間　久典 平 3. 7. 1 薬局
     静岡市駿河区丸子３丁目７番７号常　勤:    1代表取締役　満間　久 現存
     (薬       1)典 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  644411,084,3 石川薬局　小鹿店 〒422-8021 054(285)1896有限会社　ゼフィルス石川　幸伸 昭57.12.25 薬局
     静岡市駿河区小鹿３８４番地 常　勤:    5　代表取締役　石川幸 現存
     (薬       5)伸 平29. 6. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  645411,087,6 有限会社丸子薬局 〒421-0103 054(256)1705有限会社　丸子薬局　芹澤　真 平 6. 2. 1 薬局
     静岡市駿河区丸子６丁目１番４７常　勤:    2代表取締役　福田　達 現存
     号 (薬       2)也 平30. 2. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  646411,091,8 たまち薬局 〒420-0068 054-251-1678有限会社　静岡健康企太田　文子 平29.10. 1 薬局
     静岡市葵区田町５－９０－１１ 常　勤:    2画　代表取締役　三室 移動 現存
     (薬       2)　良子 平29.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  647411,092,6 シンアイ薬局 〒422-8044 054-283-4556有限会社　シンアイ薬岩谷　説千 平17.11. 1 薬局
     静岡市駿河区西脇６４２－６ 常　勤:    2局　代表取締役　岩谷 移動 現存
     (薬       2)　説千 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  648411,093,4 医心堂薬局 〒420-0852 054(252)9559株式会社　医心堂　代佐竹　康秀 平11. 2.22 薬局
     静岡市葵区紺屋町５ー１０ 常　勤:    3表取締役　佐竹　康秀 移動 現存
     (薬       3) 平29. 2.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  649411,094,2 もみの木薬局 〒422-8033 054(288)9376株式会社　医心堂　代池上　由紀子 平10. 7. 6 薬局
     静岡市駿河区登呂４－８ー１１ 常　勤:    1表取締役　佐竹　康秀 移動 現存
     (薬       1) 平28. 7. 6
     非常勤:   12
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  650411,099,1 わたすげ薬局 〒422-8066 054-288-2511有限会社　わたすげ薬石田　義郎 平 7.10. 2 薬局
     静岡市駿河区泉町３ー２８ 常　勤:    2局　取締役　石田　義 組織変更 現存
     (薬       2)郎 平28.10. 2
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  651411,100,7 有限会社　さくら薬局〒422-8027 054-284-9332有限会社　さくら薬局有賀　美津子 平20. 5. 7 薬局
     静岡市駿河区豊田１ー７ー２７ 常　勤:    1　代表取締役　有賀　 移動 現存
     (薬       1)美津子 平26. 5. 7
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  652411,104,9 あおば薬局　登呂店 〒422-8033 054-283-3630株式会社ワイシィアイ前坂　知之 平25. 8.12 薬局
     静岡市駿河区登呂５ー１１ー８ 常　勤:    6　代表取締役　山本　 移動 現存
     (薬       6)勝央 平25. 8.12
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  653411,107,2 石川薬局　ゼフィルス〒422-8021 054-280-2645有限会社　ゼフィルス石川　友康 平 9. 4. 1 薬局
     静岡市駿河区小鹿１ー４ー２１ 常　勤:    8　代表取締役　石川　 新規 現存
     (薬       8)幸伸 平30. 4. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  654411,110,6 有限会社健永舎　なが〒420-0944 054-251-1839有限会社　健永舎　代是永　ひさ子 平 9. 7.15 薬局
     ひさ薬局 静岡市葵区新伝馬１ー１１ー６１常　勤:    2表取締役　是永　彰基 新規 現存
     (薬       2) 平24. 7.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  655411,114,8 さいわい薬局 〒420-0067 054-221-5377有限会社丸子薬局　代宮垣　宜子 平24.11.26 薬局
     静岡市葵区幸町３０－６ 常　勤:    2表取締役　福田　達也 移動 現存
     (薬       2) 平24.11.26
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  656411,115,5 なかはらどう薬局　公〒422-8064 054-281-5433合資会社　中原堂　代名木　和代 平13.12.21 薬局
     園店 静岡市駿河区新川２－５－３４ 常　勤:    4表社員　井口　孝太郎 移動 現存
     (薬       4) 平25.12.21
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  657411,116,3 あおば薬局　水道町店〒420-0008 054-221-7320株式会社ワイシィアイ清藤　美和 平18. 2. 1 薬局
     静岡市葵区水道町２７－１ 常　勤:    6　代表取締役　山本　 移動 現存
     (薬       6)勝央 平30. 2. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  658411,117,1 わかば薬局 〒420-0841 054-209-3234有限会社若葉調剤薬局山本　竜司 平10. 6. 1 薬局
     静岡市葵区上足洗４ー６ー１４ 常　勤:    3　取締役　山本竜司 新規 現存
     (薬       3) 平28. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  659411,121,3 ふれあい薬局 〒420-0937 054-249-0866有限会社ふれあい薬局川口　恭史 平10. 7. 1 薬局
     静岡市葵区唐瀬１ー３ー１５ 常　勤:    3　代表取締役　横山　 新規 現存
     (薬       3)和幸 平28. 7. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  660411,124,7 有限会社オー・エス・〒422-8076 054-285-3088有限会社　オー・エス井出　千里 平13.10. 1 薬局
     センター　オー・エス静岡市駿河区八幡２ー３ー１５ 常　勤:    1・センター　取締役社 移動 現存
     薬局 (薬       1)長　小幡雅代 平25.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  661411,128,8 くすり自然堂薬局　県〒420-0881 054-249-1501株式会社くすり自然堂羽生　成子 平10. 9. 1 薬局
     立総合病院前店 静岡市葵区北安東４ー２５ー３４常　勤:    1　代表取締役　羽生　 新規 現存
     (薬       1)成子 平28. 9. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  662411,129,6 薬局メディスン　籠上〒420-0873 054-205-3771株式会社　静岡メディ浅川　悦子 平10. 9. 1 薬局
     店 静岡市葵区籠上２８ー２９ 常　勤:    5スン　代表取締役　石 新規 現存
     (薬       5)川　達郎 平28. 9. 1
     非常勤:   12
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  663411,130,4 あおば薬局　昭府町店〒420-0871 054-652-2050株式会社ワイシィアイ小林　起世隆 平10. 9. 1 薬局
     静岡市葵区昭府２ー６ー１３ 常　勤:    3　代表取締役　山本　 新規 現存
     (薬       3)勝央 平28. 9. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  664411,131,2 鈴長薬局 〒420-0011 054-251-0814株式会社　鈴長薬局　鈴木　達士 平12. 5. 1 薬局
     静岡市葵区安西５ー１８ 常　勤:    1代表取締役　鈴木勝南 移動 現存
     (薬       1) 平30. 5. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  665411,132,0 鈴長薬局　上足洗店 〒420-0841 054-200-1122株式会社　鈴長薬局　仁科　明子 平11. 2. 1 薬局
     静岡市葵区上足洗１ー２ー３２ 常　勤:    2代表取締役　鈴木勝南 移動 現存
     (薬       2) 平29. 2. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  666411,133,8 鈴長薬局　中町店 〒420-0853 054-255-7678株式会社　鈴長薬局　池ノ谷　惠子 平28. 2. 1 薬局
     静岡市葵区追手町１０－１１４ 常　勤:    1代表取締役　鈴木　勝 移動 現存
     (薬       1)南 平28. 2. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  667411,134,6 鈴長薬局　みずほ店 〒421-0115 054-256-8288株式会社　鈴長薬局　望月　千夏 平22. 8.16 薬局
     静岡市駿河区みずほ４－１０－３常　勤:    3代表取締役　鈴木　勝 移動 現存
     (薬       3)南 平28. 8.16
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  668411,135,3 鈴長薬局　一番町店 〒420-0071 054-652-0525株式会社　鈴長薬局　松永　喜美子 平10. 9. 1 薬局
     静岡市葵区一番町１１ー１ 常　勤:    5代表取締役　鈴木　勝 組織変更 現存
     (薬       5)南 平28. 9. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  669411,139,5 らいふ薬局　松富店 〒420-0943 054-253-3356有限会社　エムネット東山　孝子 平21. 5. 1 薬局
     静岡市葵区上伝馬２３―１７ 常　勤:    3　代表取締役　森内　 移動 現存
     (薬       3)次男 平27. 5. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  670411,141,1 とまと薬局　川合店 〒420-0810 054-265-1060株式会社クリアメディ田中　英太郎 平10.12.15 薬局
     静岡市葵区上土２－１７－１２ 常　勤:    1カル　代表取締役　田 新規 現存
     (薬       1)中　秀幸 平28.12.15
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  671411,142,9 むつごろう薬局　静岡〒420-0865 054-247-6006有限会社むつごろう薬谷津　吉美 平10.12. 1 薬局
     店 静岡市葵区東草深町２２ー１ 常　勤:    2局　代表取締役　鈴木 組織変更 現存
     (薬       2)　寛彦 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  672411,143,7 むつごろう薬局　瀬名〒420-0913 054-267-2255有限会社むつごろう薬谷本　雅子 平10.12. 1 薬局
     川店 静岡市葵区瀬名川２ー２５ー１０常　勤:    2局　代表取締役　鈴木 組織変更 現存
     (薬       2)　寛彦 平28.12. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  673411,145,2 らいふ薬局　国吉田店〒422-8004 054-267-2777有限会社　エムネット横地　英治 平11. 4. 1 薬局
     静岡市駿河区国吉田４ー２４ー１常　勤:    3　代表取締役　森内　 新規 現存
     ８ (薬       3)次男 平29. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  674411,148,6 薬局メディスン　静岡〒420-0881 054-246-7703株式会社静岡メディス藤下　欣哉 平11. 4. 1 薬局
     本店 静岡市葵区北安東４ー２５ー１ 常　勤:   12ン　代表取締役　石川 交代 現存
     (薬      12)　達郎 平29. 4. 1
     非常勤:   13
     (薬      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  675411,150,2 トマス薬局 〒421-1215 054-636-7737株式会社ニイム　代表鈴本　康弘 平11. 5. 1 薬局
     静岡市葵区羽鳥６－１－５４ 常　勤:    3取締役　鈴本　康弘 新規 現存
     (薬       3) 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  676411,151,0 フラワー薬局　池田店〒422-8005 054-267-2911有限会社　フラワー調内田　美樹 平11. 5. 1 薬局
     静岡市駿河区池田６５０ー１ 常　勤:    5剤薬局　代表取締役　 新規 現存
     (薬       5)三輪哲資 平29. 5. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  677411,153,6 あんず薬局 〒420-0803 054-265-6800有限会社　ミライ　代相山　令子 平11. 6. 1 薬局
     静岡市葵区千代田６ー１５ー２１常　勤:    3表取締役　相山　令子 新規 現存
     (薬       3) 平29. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  678411,159,3 フラワー薬局　中田店〒422-8043 054-280-5321有限会社　フラワーズ鈴木　弓子 平11. 9. 1 薬局
     静岡市駿河区中田本町６ー４ 常　勤:    5　代表取締役　三輪　 新規 現存
     (薬       5)哲資 平29. 9. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  679411,160,1 とまと薬局　竜南店 〒420-0804 054-200-3311株式会社クリアメディ柴田　雄右 平11.10. 1 薬局
     静岡市葵区竜南１ー１４ー２９ 常　勤:    2カル　代表取締役　田 新規 現存
     (薬       2)中　秀幸 平29.10. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  680411,161,9 とまと薬局　千代田店〒420-0803 054-267-6466株式会社　クリアメデ小西　正浩 平11.12. 1 薬局
     静岡市葵区千代田７ー６ー２７ 常　勤:    1ィカル　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)田中　秀幸 平29.12. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  681411,163,5 株式会社トータルサポ〒422-8033 054-202-3700株式会社トータルサポ中神　英 平11.12. 1 薬局
     ート　すみれ薬局 静岡市駿河区登呂３ー２８ー１７常　勤:    1ート　代表取締役　澤 新規 現存
     (薬       1)田　敏史 平29.12. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  682411,164,3 オレンジ薬局みずほ店〒421-0113 054-268-6811株式会社レーベンプラ齋藤　仁美 平27. 8. 1 薬局
     静岡市駿河区下川原３－１－３０常　勤:    1ン　代表取締役　鈴木 移動 現存
     (薬       1)　猛夫 平27. 8. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  683411,165,0 本薬局 〒420-0032 054-205-0071有限会社 本薬局　代 本　和代 平12. 1. 4 薬局
     静岡市葵区両替町２ー２ー４ 常　勤:    2表取締役　 本　和代 組織変更 現存
     (薬       2) 平30. 1. 4
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  684411,167,6 有限会社　さくら薬局〒422-8064 054-280-6262有限会社　さくら薬局有賀　孝好 平12. 4. 1 薬局
     新川店 静岡市駿河区新川２ー８ー８ 常　勤:    3　代表取締役　有賀　 新規 現存
     (薬       3)美津子 平30. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  685411,168,4 竜生堂薬局　登呂店 〒422-8033 054-283-5553有限会社　竜生堂ファ西永　健太郎 平12. 7. 1 薬局
     静岡市駿河区登呂５ー４ー２９ー常　勤:    5ルマ　代表取締役　永 新規 現存
     ４ (薬       5)田叔久 平24. 7. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  686411,172,6 有限会社　やまうち薬〒420-0838 054-247-2785有限会社やまうち薬局鈴木　寛 平18. 5. 1 薬局
     局　相生町店 静岡市葵区相生町８－７ 常　勤:    4　代表取締役　山内　 移動 現存
     (薬       4)克哉 平30. 5. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  687411,173,4 株式会社アイドラッグ〒420-0913 054-267-3511株式会社　アイドラッ菊野　清美 平12. 8.14 薬局
     　すずらん薬局 静岡市葵区瀬名川１ー２２ー３ 常　勤:    3グ　代表取締役　石川 交代 現存
     (薬       3)優子 平24. 8.14
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  688411,174,2 エルダーあさひ薬局 〒420-0873 054-253-4193有限会社　旭日　代表望月　健生 平12.10. 1 薬局
     静岡市葵区籠上１３ー１７ 常　勤:    5取締役　望月　伸洋 新規 現存
     (薬       5) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  689411,175,9 鈴長薬局　水落店 〒420-0831 054-249-0005株式会社　鈴長薬局　加藤　文子 平12.11. 1 薬局
     静岡市葵区水落町１３ー１６ 常　勤:    1代表取締役　鈴木　勝 新規 現存
     (薬       1)南 平24.11. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  690411,179,1 エムハート薬局　大岩〒420-0885 054-249-3939株式会社ミック　代表渡邊　美由紀 平21. 2. 1 薬局
     店 静岡市葵区大岩町４－１４ 常　勤:    2取締役　中川　春原 移動 現存
     (薬       2) 平27. 2. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  691411,181,7 エムハート薬局　見瀬〒422-8057 054-289-1000株式会社ミック　代表橘　亮至 平13. 2. 1 薬局
     店 静岡市駿河区見瀬２１８ 常　勤:    2取締役　中川　春原 新規 現存
     (薬       2) 平25. 2. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  692411,183,3 金沢薬局 〒420-0839 054-253-0987金沢薬局合資会社　無金澤　守高 平19. 1. 1 薬局
     静岡市葵区鷹匠２－１－４ 常　勤:    5限責任社員　金澤　守 移動 現存
     (薬       5)高 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  693411,185,8 ふれあい薬局　本通店〒420-0066 054-205-1951有限会社ふれあい薬局横山　栄子 平13. 5. 1 薬局
     静岡市葵区本通西町３８ー１ 常　勤:    3　代表取締役　横山　 新規 現存
     (薬       3)和幸 平25. 5. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  694411,186,6 石川薬局　曲金店 〒422-8006 054-654-8010有限会社　ゼフィルス大村　茂美 平13. 5.15 薬局
     静岡市駿河区曲金５ー４ー６２ 常　勤:    6　代表取締役　石川　 新規 現存
     (薬       6)幸伸 平25. 5.15
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  695411,190,8 薬局メディスン　敷地〒422-8036 054-236-6011株式会社静岡メディス佐野　由佳 平13. 8. 1 薬局
     店 静岡市駿河区敷地２ー１１ー６ 常　勤:    2ン　代表取締役　石川 新規 現存
     (薬       2)　達郎 平25. 8. 1
     非常勤:   14
     (薬      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  696411,191,6 ハロー薬局　鷹匠店 〒420-0839 054-653-6060有限会社　ハロー薬局小西　淳子 平13.10. 1 薬局
     静岡市葵区鷹匠１－１２－１　青常　勤:    1　取締役　杉本　憲治 新規 現存
     葉園ビル　１Ｆ　Ｃ号 (薬       1) 平25.10. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  697411,194,0 アリス薬局 〒422-8036 054-236-1515株式会社ベルツリー　小泉　建人 平13.11. 1 薬局
     静岡市駿河区敷地１－２７－８ 常　勤:    1代表取締役　岩田　要 新規 現存
     (薬       1)一 平25.11. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  698411,195,7 あおば薬局　呉服町店〒420-0031 054-653-8050株式会社ワイシィアイ立原　いずみ 平13.11. 1 薬局
     静岡市葵区呉服町１－５－２　法常　勤:   11　代表取締役　山本　 新規 現存
     月ビル　１Ｆ (薬      11)勝央 平25.11. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  699411,201,3 アケボノ薬局 〒420-0005 054-251-8151有限会社　サングリー浜田　恵子 平14. 7.15 薬局
     静岡市葵区北番町９５ 常　勤:    2ン薬局　代表取締役　 新規 現存
     (薬       2)濱田　君江 平26. 7.15
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  700411,202,1 オアシス薬局 〒420-0916 054(264)9777有限会社サングリーン髙野　愛子 平14. 7. 1 薬局
     静岡市葵区瀬名中央３丁目２８番常　勤:    1薬局　代表取締役　濱 交代 現存
     １８号 (薬       1)田　君江 平26. 7. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  701411,205,4 ハート薬局 〒420-0833 054-249-1193有限会社　アルハート中村　昌央 平14.10.15 薬局
     静岡市葵区東鷹匠町４－９ 常　勤:    1　代表取締役　中村　 新規 現存
     (薬       1)昌央 平26.10.15
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  702411,207,0 いのみや薬局 〒420-0001 054-205-3280有限会社　スズミヤ　宮浦　康明 平14.11. 1 薬局
     静岡市葵区井宮町１０３－２ 常　勤:    4代表取締役　宮浦　康 新規 現存
     (薬       4)明 平26.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  703411,208,8 ヘルシー薬局　田町店〒420-0068 054-205-6605有限会社トータルヘル長倉　章夫 平14.11. 1 薬局
     静岡市葵区田町２－１４１－１９常　勤:    4スケア　代表取締役　 新規 現存
     (薬       4)山本　勝央 平26.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  704411,209,6 三浦薬局　豊田店 〒422-8027 054-285-8999有限会社　三浦薬局　森下　正弘 平14.11.15 薬局
     静岡市駿河区豊田１－１－２０－常　勤:    4代表取締役　三浦　新 新規 現存
     ３ (薬       4)介 平26.11.15
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  705411,214,6 いっしき薬局 〒422-8007 054-655-1175有限会社いっしき薬局川口　典子 平25. 8.12 薬局
     静岡市駿河区聖一色４７４－１ 常　勤:    3　代表取締役　川口　 移動 現存
     (薬       3)真司 平25. 8.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  706420,002,4 西ヶ谷薬局 〒424-0114 0543(66)7112幸田　美江 船津　澄子 平15. 5. 1 薬局
     静岡市清水区庵原町１４９７－１常　勤:    1 組織変更 現存
     (薬       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  707420,004,0 さくらい薬局 〒420-0941 054(251)6065桜井　栄子 桜井　栄子 平16. 1.21 薬局
     静岡市葵区松富１丁目６ー１４ 常　勤:    1 移動 現存
     (薬       1) 平28. 1.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  708420,006,5 伏見健康堂薬局　中町〒424-0204 0543-69-5818伏見　勇一 伏見　勇一 平16. 8. 1 薬局
     店 静岡市清水区興津中町９９－１ 常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  709420,007,3 しば薬局 〒420-0941 054-653-1880柴　義博 柴　義博 平16.12. 1 薬局
     静岡市葵区松富２－１－５８ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  710420,009,9 末広薬局 〒420-0005 054(271)4849大村　式部 大村　悦子 平17. 4.30 薬局
     静岡市葵区北番町１０番地 常　勤:    1 交代 現存
     (薬       1) 平29. 4.30
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  711420,011,5 あおい薬局 〒420-0068 054-205-8931森　雅人 森　雅人 平17.11. 1 薬局
     静岡市葵区田町２－３－３ 常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平29.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  712420,012,3 おおた薬局 〒424-0902 054-336-2100太田　伊則 杉上　義明 平17.11.15 薬局
     静岡市清水区折戸５０４－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平29.11.15
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  713420,013,1 クボタ薬局 〒424-0901 0543-34-1324井木　由美 井木　由美 平18. 3.20 薬局
     静岡市清水区三保８７５ 常　勤:    1 交代 現存
     (薬       1) 平30. 3.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  714420,014,9 さくらんぼ薬局 〒421-2124 054-277-9560河西　きよみ 河西　きよみ 平21.10. 1 薬局
     静岡市葵区足久保口組１２７－５常　勤:    2 移動 現存
     (薬       2) 平27.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  715420,015,6 デイジー薬局 〒424-0873 0543-49-3311池田　剛 池田　剛 平18. 9.15 薬局
     静岡市清水区有東坂５－４４ 常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平24. 9.15
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  716420,017,2 大天堂薬局 〒420-0868 054(245)7982望月　伸洋 望月　伸洋 平19. 1.27 薬局
     静岡市葵区宮ケ崎町５８ 常　勤:    1 交代 現存
     (薬       1) 平25. 1.27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  717420,018,0 調剤薬局ヤナギ 〒421-0122 054-201-1007柳　賢一 柳　賢一 平19. 9. 1 薬局
     静岡市駿河区用宗４－７－１２ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  718420,019,8 山喜薬局　稲川店 〒422-8062 054-289-3755山田　充訓 小島　佳奈 平20. 3.15 薬局
     静岡市駿河区稲川１－１－１０　常　勤:    2 新規 現存
     １Ｆ (薬       2) 平26. 3.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  719420,020,6 はあと薬局 〒421-3203 054-902-1963佐野　敏子 佐野　敏子 平20. 4. 1 薬局
     静岡市清水区蒲原３－１０－１６常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  720420,022,2 ともえ薬局 〒420-0812 054-270-4093小幡　芳裕 小幡　芳裕 平20. 4. 1 薬局
     静岡市葵区古庄２－１５－２７ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  721420,027,1 ふじみ薬局 〒420-0061 054(253)5963髙橋　信人 髙橋　信人 平22. 9. 1 薬局
     静岡市葵区新富町三丁目３３番の常　勤:    2 移動 現存
     ３ (薬       2) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  722420,030,5 厚生薬局 〒420-0865 054-245-4734秋山　欣三 秋山　欣三 平23. 5. 1 薬局
     静岡市葵区東草深町６－１１ 常　勤:    1 交代 現存
     (薬       1) 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  723420,031,3 有東坂薬局 〒424-0872 054-349-5400小森　浩生 小森　浩生 平23.12. 1 薬局
     静岡市清水区平川地７－２９ 常　勤:    1 交代 現存
     (薬       1) 平29.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  724420,032,1 タキグチ薬局 〒424-0926 054-335-3229滝口　智子 滝口　智子 平23.12.23 薬局
     静岡市清水区村松２０４７ー３ 常　勤:    1 交代 現存
     (薬       1) 平29.12.23
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  725420,033,9 宮城薬局 〒424-0806 0543(66)6300宮城　規秋 宮城　規秋 平24. 2.17 薬局
     静岡市清水区 ２丁目５番１２号常　勤:    1 交代 現存
     (薬       1) 平30. 2.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  726420,035,4 日立町薬局 〒424-0929 054-337-0100村上　實 國持　加枝子 平26. 6. 1 薬局
     静岡市清水区日立町４－３ 常　勤:    3 交代 現存
     (薬       3) 平26. 6. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  727420,038,8 マルサン薬局 〒420-0064 054-221-0733山本　健二 鈴木　鈴子 平28. 6. 1 薬局
     静岡市葵区本通４－３－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平28. 6. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  728421,001,5 東海道薬局 〒424-0206 0543-69-5537有限会社東海道薬局　清水　睦久 平15. 4. 1 薬局
     静岡市清水区興津清見寺町１４３常　勤:    3代表取締役　清水　睦 新規 現存
     －１８ (薬       3)久 平27. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  729421,008,0 石川薬局　沓谷店 〒420-0816 054-208-8500有限会社　ゼフィルス山本　佳代子 平15. 7. 1 薬局
     静岡市葵区沓谷５－１２－１１ 常　勤:    6　代表取締役　石川　 新規 現存
     (薬       6)幸伸 平27. 7. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
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  730421,010,6 みなと薬局　音羽町店〒420-0834 054-200-1222有限会社　みなと薬局山田　将貴 平15. 8. 1 薬局
     静岡市葵区音羽町７－１１ 常　勤:   10　代表取締役　穴沢　 新規 現存
     (薬      10)章匡 平27. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  731421,011,4 薬局メディスン　中田〒422-8041 054-286-0038株式会社静岡メディス大代　純也 平15. 8. 1 薬局
     店 静岡市駿河区中田２－３－２０ 常　勤:    7ン　代表取締役　石川 新規 現存
     (薬       7)　達郎 平27. 8. 1
     非常勤:   12
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  732421,012,2 そうごう薬局　北安東〒420-0881 054-249-1890総合メディカル株式会柴田　真紀子 平15. 8. 1 薬局
     店 静岡市葵区北安東３ー２０ー１８常　勤:    2社　代表取締役　坂本 交代 現存
     (薬       2)　賢治 平27. 8. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  733421,013,0 えじり薬局 〒424-0818 0543-61-5200有限会社　メデオール中田　和樹 平15. 9. 1 薬局
     静岡市清水区江尻町７－１７ 常　勤:    2　取締役　柴田　昭 新規 現存
     (薬       2) 平27. 9. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  734421,014,8 いちご薬局 〒420-0858 054-271-1543有限会社プロスペクト菱田　順子 平15.10.14 薬局
     静岡市葵区伝馬町１２－２０ 常　勤:    3　代表取締役　菱田　 移動 現存
     (薬       3)晶夫 平27.10.14
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  735421,015,5 本薬局　曲金店 〒422-8006 054-203-3003有限会社 本薬局　代長谷川　博康 平15.11. 1 薬局
     静岡市駿河区曲金４ー９ー１４ 常　勤:    2表取締役　 本　和代 組織変更 現存
     (薬       2) 平27.11. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  736421,016,3 メディオ薬局　長谷通〒420-0882 054-200-2755株式会社メディオ薬局後藤　映美 平15.12.15 薬局
     店 静岡市葵区安東１－２１－１２ 常　勤:    3　代表取締役　髙澤　 新規 現存
     (薬       3)貢 平27.12.15
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  737421,017,1 そうごう薬局　下島店〒422-8037 054-238-8801総合メディカル株式会落合　純也 平20. 4. 1 薬局
     静岡市駿河区下島３１９－４ 常　勤:    1社　代表取締役　坂本 移動 現存
     (薬       1)　賢治 平26. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  738421,018,9 本薬局　若松町店 〒420-0006 054-653-6007有限会社 本薬局　代星野　聡子 平16. 3.15 薬局
     静岡市葵区若松町９８－２ 常　勤:    2表取締役　 本　和代 新規 現存
     (薬       2) 平28. 3.15
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  739421,020,5 エムハート薬局　いり〒424-0839 0543-55-2011株式会社ミック　代表藤堂　和匡 平16. 4. 1 薬局
     えおか店 静岡市清水区入江岡町３－２ 常　勤:    1取締役　中川　春原 新規 現存
     (薬       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  740421,024,7 ふたば薬局 〒424-0841 0543-61-1818有限会社　ふたば　代芦澤　伸子 平16. 7. 1 薬局
     静岡市清水区追分２－８－５ 常　勤:    3表取締役　藤井　ひろ 新規 現存
     (薬       3)み 平28. 7. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  741421,030,4 有限会社　静薬局ネッ〒422-8047 054-203-6077有限会社静薬局　代表小松　淑子 平17. 3. 1 薬局
     ト店 静岡市駿河区中村町１６－４ 常　勤:    2取締役　細木　富士夫 移動 現存
     (薬       2) 平29. 3. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  742421,032,0 みつる薬局 〒420-0934 054-209-3711有限会社ファルマコポ清水　滿 平16. 9.15 薬局
     静岡市葵区岳美２－１５ 常　勤:    2ラ　代表取締役　清水 新規 現存
     (薬       2)　滿 平28. 9.15
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  743421,033,8 らいふ薬局　聖一色店〒422-8007 054-267-2125有限会社エムネット　奈佐　武男 平16.10. 1 薬局
     静岡市駿河区聖一色４３４－２６常　勤:    3代表取締役　森内　次 新規 現存
     (薬       3)男 平28.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  744421,034,6 とうかい薬局二号店 〒420-0841 054-249-2300有限会社東海調剤薬局加藤　寛己 平16.10. 1 薬局
     静岡市葵区上足洗４－１－５ 常　勤:    2　代表取締役　久松　 新規 現存
     (薬       2)千鶴子 平28.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  745421,035,3 クリエイトエス・ディ〒422-8041 054-654-5961株式会社クリエイトエ須藤　元気 平16.10.15 薬局
     ー　静岡中田店薬局 静岡市駿河区中田３－３－５ 常　勤:    5ス・ディー　代表取締 新規 現存
     (薬       5)役　廣瀨　泰三 平28.10.15
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  746421,038,7 薬局メディスン　高松〒422-8035 054-237-5311株式会社　静岡メディ河合　今日子 平20. 7.28 薬局
     店 静岡市駿河区宮竹１－４－５ 常　勤:    6スン　代表取締役　石 移動 現存
     (薬       6)川　達郎 平26. 7.28
     非常勤:   13
     (薬      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  747421,039,5 本薬局　緑町店 〒420-0844 054-249-1200有限会社 本薬局　代永野　繁光 平16.11. 1 薬局
     静岡市葵区緑町５－７ 常　勤:    5表取締役　 本　和代 新規 現存
     (薬       5) 平28.11. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  748421,042,9 のぞみ薬局　静岡店 〒420-0949 054-653-1877株式会社のぞみ薬品　稲葉　健一 平23.12. 5 薬局
     静岡市葵区与一１－１０－２２ 常　勤:    3代表取締役　石井　健 移動 現存
     (薬       3) 平29.12. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  749421,044,5 あおぞら薬局 〒422-8063 054-286-6966有限会社静岡駅ビル薬廣瀬　祐子 平17. 2. 1 薬局
     静岡市駿河区馬淵２－１０－２２常　勤:    2局　代表取締役　廣瀬 新規 現存
     (薬       2)　雅史 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  750421,045,2 花丸薬局 〒421-2114 054-296-6495有限会社フューチャー長川　整 平17. 2. 1 薬局
     静岡市葵区安倍口新田５７７－１常　勤:    1　取締役　長川　整 移動 現存
     ４ (薬       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  751421,046,0 有限会社タカ薬局 〒422-8018 054-237-1365有限会社タカ薬局　代近藤　龍雄 平17. 4. 1 薬局
     静岡市駿河区西大谷４ー１８ 常　勤:    1表取締役　近藤　龍彦 組織変更 現存
     (薬       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  752421,047,8 アップル薬局　伝馬町〒420-0858 054-254-8344合資会社　中原堂　代神部　真理子 平17. 5. 1 薬局
     店 静岡市葵区伝馬町８番地の１　サ常　勤:    2表社員　井口　孝太郎 交代 現存
     ンローゼビル　１Ｆ (薬       2) 平29. 5. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  753421,049,4 天神みつる薬局 〒424-0809 0543-71-1230有限会社ファルマコポ佐藤　華子 平17. 6. 1 薬局
     静岡市清水区天神１－１１－６ 常　勤:    1ラ　代表取締役　清水 交代 現存
     (薬       1)　滿 平29. 6. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  754421,050,2 スルガ薬局 〒422-8067 054-280-6767有限会社スズシマ　代宮島　夏樹 平24. 5. 1 薬局
     静岡市駿河区南町４－２９ 常　勤:    2表取締役　宮島　夏樹 移動 現存
     (薬       2) 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  755421,051,0 よつば薬局 〒420-0026 054-205-2911有限会社　ハロー薬局上條　雅代 平17. 7. 1 薬局
     静岡市葵区大鋸町２－４ 常　勤:    2　取締役　杉本　憲治 新規 現存
     (薬       2) 平29. 7. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  756421,052,8 薬局メディスン　長田〒421-0103 054-257-8111株式会社静岡メディス西馬場　大祐 平17. 7. 1 薬局
     店 静岡県静岡市駿河区丸子１－５－常　勤:    3ン　代表取締役　石川 新規 現存
     １ (薬       3)　達郎 平29. 7. 1
     非常勤:   15
     (薬      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  757421,055,1 アップル薬局　馬渕店〒422-8063 054-202-0901合資会社　中原堂　代水野　正晴 平17.10. 1 薬局
     静岡市駿河区馬渕４－１６－３４常　勤:    2表社員　井口　孝太郎 新規 現存
     (薬       2) 平29.10. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  758421,056,9 ホワイト薬局 〒420-0011 054-272-2888有限会社　薬健　代表春日　広美 平17.10.15 薬局
     静岡市葵区安西１－７５ 常　勤:    2取締役　秋山　欣三 新規 現存
     (薬       2) 平29.10.15
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  759421,059,3 アリス高松薬局 〒422-8034 054-238-8866株式会社アイエス　代岩﨑　直哉 平17.12. 1 薬局
     静岡市駿河区高松２－５－１４　常　勤:    1表取締役　岩田　要一 新規 現存
     プレジール　高松－１０６ (薬       1) 平29.12. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  760421,060,1 株式会社　アイドラッ〒422-8001 054-655-1123株式会社　アイドラッ平野　正太郎 平18. 1. 1 薬局
     グ　すずらん薬局　中静岡市駿河区中吉田２９－１３ 常　勤:    3グ　代表取締役　石川 新規 現存
     吉田店 (薬       3)　優子 平30. 1. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  761421,061,9 有限会社　ひじり薬局〒422-8007 054(262)7363有限会社　ひじり薬局岩﨑　敏子 平18. 3. 1 薬局
     静岡市駿河区聖一色４１４－１ 常　勤:    2　代表取締役　岩﨑　 交代 現存
     (薬       2)好央 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  762421,062,7 ひばり西草深薬局 〒420-0866 054-651-1407有限会社ブリケンコー深澤　誠 平18. 3.15 薬局
     静岡市葵区西草深町１６－４ 常　勤:    1ポレーション　代表取 新規 現存
     (薬       1)締役　木村　克也 平30. 3.15
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  763421,063,5 とまと薬局　瀬名店 〒420-0911 054-293-7337株式会社クリアメディ鈴木　孝輔 平18. 7. 1 薬局
     静岡市葵区瀬名１－５－４０ 常　勤:    1カル　代表取締役　田 新規 現存
     (薬       1)中　秀幸 平24. 7. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  764421,064,3 とまと薬局　おおや店〒422-8023 054-203-5677株式会社クリアファー井上　眞一 平18. 7. 1 薬局
     静岡市駿河区片山８ー９ 常　勤:    1マシー　代表取締役　 交代 現存
     (薬       1)井上　眞一 平24. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  765421,066,8 田島薬局 〒424-0888 0543(46)9211株式会社草薙薬局　代茂木　小百合 平18. 8. 1 薬局
     静岡市清水区中之郷１－９－３１常　勤:    2表取締役　茂木　嘉 組織変更 現存
     (薬       2) 平24. 8. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  766421,067,6 草薙薬局 〒424-0886 0543(45)7727株式会社草薙薬局　代茂木　嘉 平18. 8. 1 薬局
     静岡市清水区草薙１－１０－１３常　勤:    2表取締役　茂木　嘉 組織変更 現存
     (薬       2) 平24. 8. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  767421,068,4 薬局メディスン　安西〒420-0011 054-295-7710株式会社静岡メディス村上　理枝子 平18. 9.15 薬局
     店 静岡市葵区安西２－７ 常　勤:    2ン　代表取締役　石川 新規 現存
     (薬       2)　達郎 平24. 9.15
     非常勤:   15
     (薬      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  768421,069,2 プラス調剤薬局 〒420-0911 054-208-6226株式会社　プラス調剤西浦　有祐 平19. 1.15 薬局
     静岡市葵区瀬名３－３８－５ 常　勤:    2薬局　代表取締役　西 新規 現存
     (薬       2)浦　有祐 平25. 1.15
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  769421,070,0 菜の花薬局 〒424-0845 0543-51-7087株式会社菜の花調剤　杉山　佳邦 平19. 1.15 薬局
     静岡市清水区船原２－１７６－６常　勤:    2代表取締役　杉山　佳 新規 現存
     (薬       2)邦 平25. 1.15
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  770421,073,4 あおば薬局　中央店 〒420-0031 054-653-5678株式会社ワイシイアイ坂井　美文 平19. 4. 1 薬局
     静岡市葵区呉服町１－１－１４ 常　勤:    7　代表取締役　山本　 新規 現存
     (薬       7)勝央 平25. 4. 1
     非常勤:   15
     (薬      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  771421,075,9 竜南薬局 〒420-0804 054-200-7575有限会社　メデオール石切山　亮 平19. 8.15 薬局
     静岡市葵区竜南３－１２－３６ 常　勤:    4　取締役　柴田　昭 新規 現存
     (薬       4) 平25. 8.15
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  772421,076,7 フラワー薬局　新伝馬〒420-0944 054-204-8855有限会社　フラワー調青山　しのぶ 平19. 9.15 薬局
     店 静岡市葵区新伝馬１－１１－２２常　勤:    2剤薬局　代表取締役　 新規 現存
     (薬       2)三輪　哲資 平25. 9.15
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  773421,077,5 らいふ薬局　中原店 〒422-8058 054-654-9733有限会社　エムネット似内　雄太 平19. 9.15 薬局
     静岡市駿河区中原５０３－１ 常　勤:    3　代表取締役　森内　 新規 現存
     (薬       3)次男 平25. 9.15
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  774421,078,3 たんぽぽ薬局　小鹿店〒422-8006 054-284-8551たんぽぽ薬局株式会社土川　優子 平19.10. 1 薬局
     静岡市駿河区曲金５－４－５２ 常　勤:    3　代表取締役　松野　 新規 現存
     (薬       3)英子 平25.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  775421,079,1 わかくさ薬局　長田店〒421-0111 054-256-4080有限会社わかくさ調剤菅瀬　久智 平19.10. 1 薬局
     静岡市駿河区丸子新田５３６－２常　勤:    4薬局　代表取締役　髙 新規 現存
     (薬       4)橋　千惠子 平25.10. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  776421,085,8 メディオ薬局　丸子店〒421-0103 054-201-1330株式会社メディオ薬局石田　麗子 平19.12.15 薬局
     静岡市駿河区丸子二丁目２－１２常　勤:    4　代表取締役　髙澤　 新規 現存
     (薬       4)貢 平25.12.15
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  777421,086,6 つるカメ薬局 〒420-0038 054-269-5447有限会社レストグッズ松永　高樹 平26. 4.30 薬局
     静岡市葵区梅屋町１－２ 常　勤:    2　代表取締役　松永　 移動 現存
     (薬       2)高樹 平26. 4.30
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  778421,088,2 株式会社トータルサポ〒420-0934 054-200-1900株式会社トータルサポ梅津　聡子 平20. 3.15 薬局
     ート　さつき薬局 静岡市葵区岳美１５－４７ 常　勤:    2ート　代表取締役　澤 新規 現存
     (薬       2)田　敏史 平26. 3.15
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  779421,090,8 グリーンぱる清水セン〒424-0946 054-351-3207株式会社　グリーンぱ坪井　加賀子 平20. 4. 1 薬局
     ター薬局　八千代店 静岡県静岡市清水区八千代町３－常　勤:    4る　代表取締役　杉本 新規 現存
     ２３ (薬       4)　憲治 平26. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  780421,091,6 杏林堂薬局　瀬名川店〒420-0913 054-655-8610株式会社　杏林堂薬局渡部　俊一 平20. 4.15 薬局
     静岡市葵区瀬名川２－２９－３５常　勤:   10　代表取締役　青田　 新規 現存
     (薬      10)英行 平26. 4.15
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  781421,092,4 アザレア薬局 〒424-0888 054-348-5216有限会社サカモト　代坂本　博昭 平20. 6.15 薬局
     静岡市清水区中之郷１丁目７番４常　勤:    4表取締役　坂本　博昭 新規 現存
     号 (薬       4) 平26. 6.15
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  782421,093,2 ハロー薬局　押切店 〒424-0008 054-349-5180ハロー薬局株式会社　望月　昭男 平20. 7. 1 薬局
     静岡市清水区押切１６１８－２ 常　勤:    3代表取締役　小林　綾 交代 現存
     (薬       3)乃 平26. 7. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  783421,094,0 さくら薬局 〒420-0881 054-200-1020有限会社　ベルビッグ松村　啓吉 平20. 7. 1 薬局
     静岡市葵区北安東４丁目２２－５常　勤:    1　代表取締役　鈴木　 交代 現存
     (薬       1)克也 平20. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  784421,095,7 清水市民薬局　村松店〒424-0925 054-340-8031有限会社　シティ　フ望月　浩司 平30. 5. 2 薬局
     静岡市清水区清水村松地先新田１常　勤:    2ァルマ　代表取締役　 移動 現存
     ３－１ (薬       2)太田　伊則 平30. 5. 2
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  785421,098,1 あい薬局　瀬名店 〒420-0913 054-263-8808薬匠株式会社　代表取原　志の 平27. 1. 1 薬局
     静岡市葵区瀬名川１－２７－４１常　勤:    1締役　北川　隆文 移動 現存
     (薬       1) 平27. 1. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  786421,099,9 あい薬局　手越店 〒421-0131 054-256-5770薬匠株式会社　代表取佐々木　彰 平20. 8. 1 薬局
     静岡市駿河区手越原１－１ 常　勤:    2締役　北川　隆文 交代 現存
     (薬       2) 平26. 8. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  787421,100,5 株式会社　アイドラッ〒422-8006 054-282-2255株式会社　アイドラッ橋本　いづみ 平20. 9. 1 薬局
     グ　すずらん薬局　曲静岡市駿河区曲金７－９－３６ 常　勤:    3グ　代表取締役　石川 新規 現存
     金店 (薬       3)　優子 平26. 9. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  788421,101,3 アクア薬局　花みずき〒424-0844 054-355-5388株式会社　アクアファ内山　慎一郎 平20.10. 1 薬局
     通り店 静岡市清水区西高町４－１９ 常　勤:    1ーマシー　代表取締役 新規 現存
     (薬       1)　内山　慎一郎 平26.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  789421,105,4 静岡調剤薬局　聖一色〒422-8007 054-204-7800株式会社　静岡調剤　森本　嘉成 平20.10. 1 薬局
     店 静岡市駿河区聖一色３６－１ 常　勤:    1代表取締役　朝比奈　 新規 現存
     (薬       1)正博 平26.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  790421,106,2 イオン薬局　清水店 〒424-0871 0543-44-2515イオンリテール株式会三輪　優貴 平20. 8.21 薬局
     静岡市清水区上原１－６－１６ 常　勤:    5社　代表取締役　岡崎 交代 現存
     (薬       5)　双一 平26. 8.21
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  791421,107,0 アップル薬局　八幡店〒422-8076 054(281)8000合資会社中原堂　代表井口　幹春 平23. 4. 1 薬局
     静岡市駿河区八幡５－３－６ 常　勤:    1社員　井口　孝太郎 移動 現存
     (薬       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  792421,113,8 静岡調剤薬局　新静岡〒420-0839 054-270-8618株式会社　静岡調剤　深澤　正弘 平21. 1. 1 薬局
     店 静岡市葵区鷹匠１－１１－４ 常　勤:    4代表取締役　朝比奈　 新規 現存
     (薬       4)正博 平27. 1. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  793421,114,6 みかど台薬局　船越東〒424-0862 054-340-9855有限会社メデックス　齋藤　覚 平21. 3. 1 薬局
     店 静岡市清水区船越東町２１３－４常　勤:    2代表取締役　杉山　一 新規 現存
     (薬       2)延 平27. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  794421,116,1 調剤薬局芹が谷堂 〒421-0104 054-259-2923株式会社芹が谷堂　代植村　由紀 平21. 3. 1 薬局
     静岡市駿河区丸子芹が谷町３－１常　勤:    2表取締役　金子　健治 交代 現存
     ２ (薬       2) 平27. 3. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  795421,117,9 まごころ調剤薬局 〒420-0881 054-247-7503株式会社くすり自然堂望月　克美 平21. 5. 1 薬局
     静岡市葵区北安東４―２２―５ 常　勤:    3　代表取締役　羽生　 新規 現存
     (薬       3)成子 平27. 5. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  796421,118,7 エムハート薬局　しみ〒424-0042 054-361-3300株式会社ミック　代表小野　幸信 平21. 5. 1 薬局
     ず東店 静岡市清水区高橋南町９―１７ 常　勤:    4取締役　中川　春原 新規 現存
     (薬       4) 平27. 5. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  797421,123,7 ホワイト薬局　千代田〒420-0803 054-263-4193有限会社　薬健　代表岩﨑　浩一 平21. 5. 1 薬局
     店 静岡市葵区千代田６－３０－３０常　勤:    3取締役　秋山　欣三 交代 現存
     (薬       3) 平27. 5. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  798421,124,5 株式会社　やまうち薬〒420-0833 054-246-7485株式会社　やまうち薬山内　徳子 平28. 5. 1 薬局
     局 静岡市葵区東鷹匠町６－２０ 常　勤:    1局　代表取締役　山内 移動 現存
     (薬       1)　克哉 平28. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  799421,126,0 シーガル薬局　南町店〒422-8067 054-260-5310有限会社シーガル薬局森崎　優子 平21.10. 1 薬局
     静岡市駿河区南町４－１４　グラ常　勤:    2　代表取締役　大石　 新規 現存
     ンドメゾン静岡ザタワー　１０１(薬       2)昌之 平27.10. 1
     －２ 非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  800421,129,4 株式会社　アイドラッ〒420-0816 054-262-2000株式会社アイドラッグ小澤　悦子 平21.11. 1 薬局
     グ　すずらん薬局　沓静岡市葵区沓谷５－７－２　　サ常　勤:    3　代表取締役　石川　 新規 現存
     谷店 ンハイツ沓谷　１０１号 (薬       3)優子 平27.11. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  801421,130,2 本薬局　昭和町店 〒420-0033 054-254-7008有限会社 本薬局　代中村　和宏 平21.12. 1 薬局
     静岡市葵区昭和町１－６　　サン常　勤:    1表取締役　 本　和代 新規 現存
     フォレスト静岡昭和町ビル　３Ｆ(薬       1) 平27.12. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  802421,131,0 公園前薬局 〒420-0034 054-255-5606有限会社たけみ薬局　桑原　久仁子 平22. 1. 1 薬局
     静岡市葵区常磐町３－６－１５ 常　勤:    2代表取締役　井野　伸 新規 現存
     (薬       2)子 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  803421,133,6 もみの木薬局　中田店〒422-8041 054-266-3993株式会社　医心堂　代佐久間　智子 平22. 2. 1 薬局
     静岡市駿河区中田２－７－１ 常　勤:    3表取締役　佐竹　康秀 新規 現存
     (薬       3) 平28. 2. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  804421,135,1 アイリス薬局北安東店〒420-0881 054-249-2002株式会社アイリス薬局坪内　綾子 平22. 2. 1 薬局
     静岡市葵区北安東５－５１－７　常　勤:    5　代表取締役　満田　 交代 現存
     ノーブル北安東　１階 (薬       5)裕晶 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  805421,136,9 コーエイ薬局　清水店〒424-0855 054-355-3955株式会社　コーエイ調早川　利幸 平22. 3. 1 薬局
     静岡市清水区庄福町９－２２ 常　勤:    1剤　代表取締役　早川 新規 現存
     (薬       1)　利幸 平28. 3. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  806421,139,3 ひばり谷田薬局 〒422-8002 054-294-8050有限会社ブリケンコー小西　真弓 平22. 5. 1 薬局
     静岡市駿河区谷田３４－２２ 常　勤:    1ポレーション　代表取 新規 現存
     (薬       1)締役　木村　克也 平28. 5. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  807421,140,1 クラフト薬局　小鹿店〒422-8006 054-202-8717クラフト株式会社　代室伏　里美 平22. 4. 1 薬局
     静岡市駿河区曲金４－１３－８ 常　勤:    3表取締役　大塚　吉史 交代 現存
     (薬       3) 平28. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  808421,141,9 薬局メディスン　中田〒422-8041 054-260-7833株式会社静岡メディス田坂　順子 平22. 6. 1 薬局
     みなみ店 静岡市駿河区中田３－１－３８－常　勤:    2ン　代表取締役　石川 新規 現存
     ２ (薬       2)　達郎 平28. 6. 1
     非常勤:   17
     (薬      17)
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  809421,145,0 あいらんど調剤薬局　〒422-8064 054-260-6681シマシンファーマ株式島 　伸一郎 平22. 9. 1 薬局
     新川店 静岡市駿河区新川１－１４－２１常　勤:    1会社　代表取締役　島 新規 現存
     (薬       1)辺　伸一郎 平28. 9. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  810421,150,0 つばさ薬局　登呂店 〒422-8033 054-284-3535株式会社アイエス　代横山　愛美 平22.12. 1 薬局
     静岡市駿河区登呂２－１０－８ 常　勤:    2表取締役　岩田　要一 新規 現存
     (薬       2) 平28.12. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  811421,151,8 あおば薬局　東静岡店〒422-8006 054-287-0705株式会社ワイシィアイ有賀　智明 平23. 4. 1 薬局
     静岡市駿河区曲金６－８－３５ 常　勤:    9　代表取締役　山本　 新規 現存
     (薬       9)勝央 平29. 4. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  812421,152,6 はやぶさ薬局 〒421-1213 054-277-1177有限会社丸子薬局　代長谷川　竜也 平23. 5. 1 薬局
     静岡市葵区山崎２－２－８ 常　勤:    3表取締役　福田　達也 新規 現存
     (薬       3) 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  813421,155,9 杏林堂薬局　静岡登呂〒422-8033 054-654-7611株式会社杏林堂薬局　大石　裕之 平23. 6. 1 薬局
     店 静岡市駿河区登呂１－１８－３８常　勤:    4代表取締役　青田　英 新規 現存
     (薬       4)行 平29. 6. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  814421,157,5 スギ薬局　鷹匠店 〒420-0838 054-653-5051株式会社スギ薬局　代富野　翠 平23. 7. 1 薬局
     静岡市葵区相生町１４－３１ 常　勤:    2表取締役　 原　栄一 新規 現存
     (薬       2) 平29. 7. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  815421,158,3 うわはら薬局 〒424-0872 054-347-5501有限会社メデオール　菅原　恒男 平26. 4. 1 薬局
     静岡市清水区平川地１７－３７－常　勤:    2代表取締役　柴田　昭 移動 現存
     ３ (薬       2) 平26. 4. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  816421,159,1 清水調剤薬局　桜ヶ丘〒424-0836 054-368-4775有限会社東海道薬局　梅津　宜永 平23. 8. 1 薬局
     店 静岡市清水区桜が丘町８－３ 常　勤:    2代表取締役　清水　睦 新規 現存
     (薬       2)久 平29. 8. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  817421,160,9 ひばり和田島薬局 〒424-0403 054-395-2020有限会社ブリケンコー中山　陽介 平23. 8. 1 薬局
     静岡市清水区和田島７００ 常　勤:    1ポレーション　代表取 新規 現存
     (薬       1)締役　木村　克也 平29. 8. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  818421,161,7 しずおかクローバー薬〒422-8006 054-203-7785株式会社やまうち薬局山内　克哉 平23. 7. 1 薬局
     局 静岡市駿河区曲金３－５－７ 常　勤:    2　代表取締役　山内　 交代 現存
     (薬       2)克哉 平29. 7. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  819421,162,5 スギ薬局　池田店 〒422-8005 054-202-7662株式会社スギ薬局　代髙島　正治 平23.10. 1 薬局
     静岡市駿河区池田字長市坪１２６常　勤:    1表取締役　 原　栄一 新規 現存
     －１ (薬       1) 平29.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  820421,163,3 日本調剤　葵タワー薬〒420-0852 054-653-5800日本調剤株式会社　代福井　毬奈 平23.10. 1 薬局
     局 静岡市葵区紺屋町１７－１葵タワ常　勤:    2表取締役　三津原　博 新規 現存
     ー１Ｆ　１０４号 (薬       2) 平29.10. 1
     非常勤:   15
     (薬      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  821421,165,8 どんぐり薬局 〒424-0939 0543-52-7708株式会社昭和堂　代表興津　秀紀 平23.10. 1 薬局
     静岡市清水区下清水町６－１２ 常　勤:    1取締役　興津　秀紀 組織変更 現存
     (薬       1) 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  822421,169,0 しんかわ薬局 〒420-0053 054(255)0785株式会社ＳＣＢ　代表義村　貞雄 平24. 1. 6 薬局
     静岡市葵区弥勒１丁目１番１号 常　勤:    1取締役　義村　光雄 組織変更 現存
     (薬       1) 平30. 1. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  823421,170,8 日本調剤追手町薬局 〒420-0031 054-653-7080日本調剤株式会社　代赤井　久美子 平26. 3.31 薬局
     静岡市葵区呉服町１－２０　呉服常　勤:    7表取締役　三津原　博 移動 現存
     町タワー１階 (薬       7) 平26. 3.31
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  824421,172,4 たんぽぽ薬局　静岡日〒420-0853 054-272-3611たんぽぽ薬局株式会社竹内　薫 平24. 3. 1 薬局
     赤前店 静岡市葵区追手町７－１６ 常　勤:    4　代表取締役　松野　 新規 現存
     (薬       4)英子 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  825421,178,1 ひばり天王町薬局 〒424-0014 054-388-9952有限会社ブリケンコー田代　直哉 平24. 6. 1 薬局
     静岡市清水区天王南３－９ 常　勤:    1ポレーション　代表取 新規 現存
     (薬       1)締役　木村　克也 平30. 6. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  826421,179,9 杏林堂薬局　静岡鷹匠〒420-0839 054-254-4911株式会社　杏林堂薬局八木　俊輔 平24. 6. 1 薬局
     店 静岡市葵区鷹匠２－１６－１４ 常　勤:    3　代表取締役　青田　 新規 現存
     (薬       3)英行 平30. 6. 1
     非常勤:   14
     (薬      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  827421,181,5 新清水薬局 〒424-0821 054-355-2422清水メディカルプラン北村　二朗 平24. 7. 1 薬局
     静岡市清水区相生町３－３ 常　勤:    2ト株式会社　代表取締 新規 現存
     (薬       2)役　小澤　澄子 平24. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  828421,184,9 わかくさ薬局　唐瀬店〒420-0805 054-247-6655有限会社わかくさ調剤高橋　稔子 平24.10. 1 薬局
     静岡市葵区城北９３－１ 常　勤:    1薬局　代表取締役　髙 新規 現存
     (薬       1)橋　千惠子 平24.10. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  829421,185,6 フラワー薬局曲金店 〒422-8006 054-654-3538有限会社フラワーズ　田村　優 平24.10. 1 薬局
     静岡市駿河区曲金４－２－１９ 常　勤:    3代表取締役　三輪　哲 新規 現存
     (薬       3)資 平24.10. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  830421,186,4 すずらん薬局瀬名中央〒420-0913 054-267-1200株式会社アイドラッグ上原　徹 平24.11. 1 薬局
     店 静岡市葵区瀬名川１－２９－３４常　勤:    3　代表取締役　石川　 新規 現存
     (薬       3)優子 平24.11. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  831421,189,8 うさぎ薬局　鶴舞店 〒424-0047 054-368-5982株式会社うさぎ薬局　良知　壽一郎 平24.12. 1 薬局
     静岡市清水区鶴舞町３－４０－１常　勤:    1代表取締役　白石　誠 新規 現存
     (薬       1)一郎 平24.12. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  832421,191,4 わかくさ薬局東静岡店〒422-8006 054-289-1313有限会社わかくさ調剤島田　和彦 平25. 1. 1 薬局
     静岡市駿河区曲金６－１０－１４常　勤:    2薬局　代表取締役　髙 新規 現存
     (薬       2)橋　千恵子 平25. 1. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  833421,192,2 フラワー薬局髙松店 〒422-8036 054-236-0868有限会社フラワーズ　河村　佳代子 平24.12. 1 薬局
     静岡市駿河区敷地１－１８－１７常　勤:    3代表取締役　三輪　哲 交代 現存
     (薬       3)資 平24.12. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  834421,193,0 桜橋薬局 〒424-0842 054-368-7652有限会社タカ薬局　代杉山　吉広 平25. 3. 1 薬局
     静岡市清水区春日１－５－４ 常　勤:    1表取締役　近藤　龍彦 組織変更 現存
     (薬       1) 平25. 3. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  835421,196,3 朝陽薬局 〒424-0948 054-352-6891株式会社　朝陽薬局　杉本　忠嗣 平25. 4. 1 薬局
     静岡市清水区梅田町１０－１９ 常　勤:    2代表取締役　杉本　忠 交代 現存
     (薬       2)嗣 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  836421,197,1 とまと薬局　はとりパ〒421-1213 054-297-3356株式会社クリアメディ松島　侑司 平25. 5. 1 薬局
     ーク店 静岡市葵区山崎１－２６－５ 常　勤:    1ック　代表取締役　田 新規 現存
     (薬       1)中　秀幸 平25. 5. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  837421,199,7 みつば薬局 〒420-0866 054-294-8567株式会社エンターライ密山　高志 平25. 6. 1 薬局
     静岡市葵区西草深町３１－１５ 常　勤:    1フ　代表取締役　密山 新規 現存
     (薬       1)　高志 平25. 6. 1



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

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表［静岡県］

［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   109 頁

  838421,200,3 ユーアイ薬局 〒422-8005 054-264-6868株式会社アイエス　代宇野　惠美子 平25. 6. 1 薬局
     静岡市駿河区池田２７４－３ 常　勤:    2表取締役　岩田　要一 新規 現存
     (薬       2) 平25. 6. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  839421,204,5 ＭＤちとせ薬局 〒424-0828 054-376-5015中央メディック株式会小保形　典史 平25. 7. 1 薬局
     静岡市清水区千歳町２－３５ 常　勤:    2社　代表取締役　望月 新規 現存
     (薬       2)　俊彦 平25. 7. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  840421,205,2 薬局マツモトキヨシ寺〒421-0137 054-268-3222株式会社マツモトキヨ玉野　茂樹 平25. 6. 1 薬局
     田店 静岡市駿河区寺田１０ー１ 常　勤:    3シ　代表取締役　大田 交代 現存
     (薬       3)　貴雄 平25. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  841421,206,0 杏林堂薬局静岡千代田〒420-0803 054-208-6211株式会社杏林堂薬局　小林　正佳 平25. 7. 1 薬局
     店 静岡市葵区千代田６－２９－２３常　勤:    4代表取締役　青田　英 新規 現存
     (薬       4)行 平25. 7. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  842421,207,8 杏林堂薬局静岡山崎店〒421-1213 054-277-6811株式会社杏林堂薬局　邑瀬　誠 平25. 7. 1 薬局
     静岡市葵区山崎１－２７－３ 常　勤:    6代表取締役　青田　英 新規 現存
     (薬       6)行 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  843421,211,0 エムハート薬局　在宅〒420-0839 054-209-3020株式会社ミック　代表中島　直子 平25. 9. 1 薬局
     調剤センター 静岡市葵区鷹匠３－１８－２５ 常　勤:    4取締役　中川　春原 新規 現存
     (薬       4) 平25. 9. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  844421,212,8 フローラ薬局 〒421-2115 054-296-9055株式会社プラス調剤薬外園　順一 平25. 9. 1 薬局
     静岡市葵区与左衛門新田３９ー４常　勤:    1局　代表取締役　西浦 交代 現存
     (薬       1)　有祐 平25. 9. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  845421,213,6 フレンド薬局 〒421-2114 054-296-3721株式会社プラス調剤薬佐藤　美穂 平25. 9. 1 薬局
     静岡市葵区安倍口新田２５７－７常　勤:    1局　代表取締役　西浦 交代 現存
     (薬       1)　有祐 平25. 9. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  846421,214,4 杏林堂薬局　清水三保〒424-0901 054-334-2011株式会社杏林堂薬局　山田　悠史 平25.10. 1 薬局
     店 静岡市清水区三保１１１－２ 常　勤:    5代表取締役　青田　英 新規 現存
     (薬       5)行 平25.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  847421,216,9 薬局マツモトキヨシ安〒420-0018 054-653-2225株式会社マツモトキヨ草薙　力 平26. 4. 1 薬局
     西店 静岡市葵区土太夫町４０ 常　勤:    2シ　代表取締役　大田 新規 現存
     (薬       2)　貴雄 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  848421,217,7 あおば薬局　紺屋町店〒420-0852 054-275-0375株式会社ワイシィアイ進藤　太郎 平26. 4. 1 薬局
     静岡市葵区紺屋町４－１４　紺屋常　勤:    2　代表取締役　山本　 新規 現存
     町藤ビル１Ｆ (薬       2)勝央 平26. 4. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  849421,218,5 ひばり東新田薬局 〒421-0111 054-266-7303有限会社ブリケンコー渥美　公敏 平26. 4. 1 薬局
     静岡市駿河区丸子新田２４６－６常　勤:    1ポレーション　代表取 新規 現存
     (薬       1)締役　木村　克也 平26. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  850421,222,7 すずらん薬局由比店 〒421-3103 054-377-0333株式会社アイドラッグ奥田　雄太郎 平26. 7. 1 薬局
     静岡市清水区由比７５０ 常　勤:    2　代表取締役　石川　 新規 現存
     (薬       2)優子 平26. 7. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  851421,223,5 あい・ハート薬局みず〒421-0115 054-266-9745株式会社サンファーマ俵　嘉子 平26. 9. 1 薬局
     ほ店 静岡市駿河区みずほ２－１８－２常　勤:    1シー　代表取締役井上 新規 現存
     メゾンフルールⅠ－１ (薬       1)　眞一 平26. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  852421,224,3 ウエルシア薬局静岡昭〒420-0871 054-205-6639ウエルシア薬局株式会立原　真輝 平26. 9. 1 薬局
     府店 静岡市葵区昭府１－２－３７ 常　勤:    4社　代表取締役　水野 新規 現存
     (薬       4)　秀晴 平26. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  853421,225,0 ウエルシア薬局静岡田〒420-0068 054-273-2864ウエルシア薬局株式会織田　唐子 平26. 9. 1 薬局
     町店 静岡市葵区田町４ー８ー４ 常　勤:    4社　代表取締役　水野 交代 現存
     (薬       4)　秀晴 平26. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  854421,226,8 ウエルシア薬局清水北〒424-0865 054-353-4738ウエルシア薬局株式会望月　工 平26. 9. 1 薬局
     矢部店 静岡市清水区北矢部１ー１４ー２常　勤:    1社　代表取締役　水野 交代 現存
     ０ (薬       1)　秀晴 平26. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  855421,227,6 ウエルシア薬局清水興〒424-0204 054-369-5841ウエルシア薬局株式会井口　秀樹 平26. 9. 1 薬局
     津店 静岡市清水区興津中町１３９４ー常　勤:    7社　代表取締役　水野 交代 現存
     １ (薬       7)　秀晴 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  856421,229,2 ウエルシア薬局清水庵〒424-0114 054-371-3288ウエルシア薬局株式会村田　智哉 平26. 9. 1 薬局
     原店 静岡市清水区庵原町１４６ー５ 常　勤:    1社　代表取締役　水野 交代 現存
     (薬       1)　秀晴 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  857421,230,0 ウエルシア薬局静岡用〒421-0122 054-268-7880ウエルシア薬局株式会西山　実沙 平26. 9. 1 薬局
     宗店 静岡市駿河区用宗１ー３３ー１ 常　勤:    6社　代表取締役　水野 交代 現存
     (薬       6)　秀晴 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  858421,231,8 ウエルシア薬局静岡呉〒420-0031 054-205-2889ウエルシア薬局株式会後藤　聡 平26. 9. 1 薬局
     服町店 静岡市葵区呉服町１－２三井住友常　勤:    2社　代表取締役　水野 交代 現存
     海上静岡ビル１Ｆ (薬       2)　秀晴 平26. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  859421,232,6 ウエルシア薬局静岡瀬〒420-0911 054-267-6350ウエルシア薬局株式会西木　博美 平30. 2. 1 薬局
     名店 静岡市葵区瀬名１－１０－１９ 常　勤:    1社　代表取締役　水野 移動 現存
     (薬       1)　秀晴 平30. 2. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  860421,233,4 ウエルシア薬局静岡柳〒420-0007 054-653-1898ウエルシア薬局株式会山下　裕恭 平26. 9. 1 薬局
     町店 静岡市葵区柳町４２－２ 常　勤:    3社　代表取締役　水野 交代 現存
     (薬       3)　秀晴 平26. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  861421,234,2 ウエルシア薬局清水村〒424-0926 054-337-2688ウエルシア薬局株式会山村　勇斗 平26. 9. 1 薬局
     松店 静岡市清水区村松１－４－１ 常　勤:    1社　代表取締役　水野 交代 現存
     (薬       1)　秀晴 平26. 9. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  862421,235,9 ウエルシア薬局静岡安〒421-2114 054-296-9888ウエルシア薬局株式会杉山　高司 平26. 9. 1 薬局
     倍口店 静岡市葵区安倍口新田４５４－１常　勤:    1社　代表取締役　水野 交代 現存
     (薬       1)　秀晴 平26. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  863421,237,5 ウエルシア薬局静岡あ〒420-0961 054-200-1588ウエルシア薬局株式会眞田　麻衣 平26. 9. 1 薬局
     さはた店 静岡市葵区北５－３１－５ 常　勤:    2社　代表取締役　水野 交代 現存
     (薬       2)　秀晴 平26. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  864421,238,3 ウエルシア薬局静岡東〒421-0111 054-201-1288ウエルシア薬局株式会牧野　奈美 平26. 9. 1 薬局
     新田店 静岡市駿河区丸子新田２３４－４常　勤:    2社　代表取締役　水野 交代 現存
     (薬       2)　秀晴 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  865421,239,1 ウエルシア薬局静岡松〒420-0941 054-205-5120ウエルシア薬局株式会高橋　雅也 平26. 9. 1 薬局
     富店 静岡市葵区松富４－２－１ 常　勤:    1社　代表取締役　水野 交代 現存
     (薬       1)　秀晴 平26. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  866421,240,9 ウエルシア薬局清水有〒424-0873 054-344-0288ウエルシア薬局株式会渡邊　祐樹 平26. 9. 1 薬局
     東坂店 静岡市清水区有東坂１－２４８－常　勤:    1社　代表取締役　水野 交代 現存
     １ (薬       1)　秀晴 平26. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  867421,241,7 ウエルシア薬局静岡み〒421-0115 054-268-6585ウエルシア薬局株式会髙倉　芳佳 平26. 9. 1 薬局
     ずほ店 静岡市駿河区みずほ２－１５－１常　勤:    1社　代表取締役　水野 交代 現存
     (薬       1)　秀晴 平26. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  868421,242,5 ウエルシア薬局清水北〒424-0052 054-344-0008ウエルシア薬局株式会堀池　剛 平26. 9. 1 薬局
     脇店 静岡市清水区北脇２６１－２ 常　勤:    4社　代表取締役　水野 交代 現存
     (薬       4)　秀晴 平26. 9. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  869421,243,3 ウエルシア薬局静岡西〒422-8044 054-286-4288ウエルシア薬局株式会塩澤　みさ江 平26. 9. 1 薬局
     脇店 静岡市駿河区西脇３０－１ 常　勤:    9社　代表取締役　水野 交代 現存
     (薬       9)　秀晴 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  870421,244,1 ウエルシア薬局清水折〒424-0902 054-337-0888ウエルシア薬局株式会佐々木　ヨエ子 平26. 9. 1 薬局
     戸店 静岡市清水区折戸４－２－３５ 常　勤:    4社　代表取締役　水野 交代 現存
     (薬       4)　秀晴 平26. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  871421,245,8 ウエルシア薬局静岡中〒422-8001 054-267-3188ウエルシア薬局株式会西村　光世 平26. 9. 1 薬局
     吉田店 静岡市駿河区中吉田２１－１４ 常　勤:    1社　代表取締役　水野 交代 現存
     (薬       1)　秀晴 平26. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  872421,246,6 ウエルシア薬局清水下〒424-0012 054-361-3811ウエルシア薬局株式会並木　紀之 平26. 9. 1 薬局
     野店 静岡市清水区下野西１－２７ 常　勤:    1社　代表取締役　水野 交代 現存
     (薬       1)　秀晴 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  873421,247,4 ウエルシア薬局静岡中〒422-8058 054-202-7611ウエルシア薬局株式会藤波　俊紀 平26. 9. 1 薬局
     原店 静岡市駿河区中原１３１－３ 常　勤:    1社　代表取締役　水野 交代 現存
     (薬       1)　秀晴 平26. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  874421,248,2 ウエルシア薬局清水秋〒424-0801 054-371-7188ウエルシア薬局株式会藪　大夢 平26. 9. 1 薬局
     吉町店 静岡市清水区秋吉町３－３３ 常　勤:    1社　代表取締役　水野 交代 現存
     (薬       1)　秀晴 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  875421,249,0 ウエルシア薬局静岡羽〒421-1215 054-276-0611ウエルシア薬局株式会馬場　清敬 平26. 9. 1 薬局
     鳥店 静岡市葵区羽鳥２―２１―２０ 常　勤:    5社　代表取締役　水野 交代 現存
     (薬       5)　秀晴 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  876421,250,8 ウエルシア薬局清水天〒424-0017 054-361-0388ウエルシア薬局株式会家村　崇弘 平26. 9. 1 薬局
     王店 静岡市清水区天王東６－１６ 常　勤:    3社　代表取締役　水野 交代 現存
     (薬       3)　秀晴 平26. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  877421,251,6 ウエルシア薬局静岡池〒422-8005 054-655-1103ウエルシア薬局株式会佐野　涼 平26. 9. 1 薬局
     田店 静岡市駿河区池田６１５－５ 常　勤:    1社　代表取締役　水野 交代 現存
     (薬       1)　秀晴 平26. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  878421,252,4 ウエルシア薬局静岡川〒420-0923 054-655-3560ウエルシア薬局株式会幕田　龍 平26. 9. 1 薬局
     合店 静岡市葵区川合１－１０－１０ 常　勤:    1社　代表取締役　水野 交代 現存
     (薬       1)　秀晴 平26. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  879421,253,2 ウエルシア薬局静岡中〒422-8041 054-202-9605ウエルシア薬局株式会鷲頭　蘭童 平26. 9. 1 薬局
     田店 静岡市駿河区中田２－１０－３ 常　勤:    2社　代表取締役　水野 交代 現存
     (薬       2)　秀晴 平26. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  880421,254,0 ウエルシア薬局新静岡〒420-0839 054-653-5881ウエルシア薬局株式会阿川　朋弘 平26. 9. 1 薬局
     セノバ店 静岡市葵区鷹匠１－１－１ 常　勤:    7社　代表取締役　水野 交代 現存
     (薬       7)　秀晴 平26. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  881421,255,7 ウエルシア薬局静岡北〒420-0881 054-200-1070ウエルシア薬局株式会小倉　以智子 平26. 9. 1 薬局
     安東店 静岡市葵区北安東３－３－３ 常　勤:    4社　代表取締役　水野 交代 現存
     (薬       4)　秀晴 平26. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  882421,256,5 ウエルシア薬局清水駒〒424-0905 054-337-1660ウエルシア薬局株式会森　悠美子 平27.12. 1 薬局
     越店 静岡市清水区駒越西１－２－７０常　勤:    2社　代表取締役　水野 移動 現存
     (薬       2)　秀晴 平27.12. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  883421,257,3 ウエルシア薬局清水小〒424-0306 054-393-0022ウエルシア薬局株式会武田　優作 平26. 9. 1 薬局
     島店 静岡市清水区小島本町７ 常　勤:    1社　代表取締役　水野 交代 現存
     (薬       1)　秀晴 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  884421,258,1 ウエルシア薬局静岡高〒422-8035 054-236-1786ウエルシア薬局株式会増原　孝 平26. 9. 1 薬局
     松店 静岡市駿河区宮竹１－５－３５ 常　勤:    1社　代表取締役　水野 交代 現存
     (薬       1)　秀晴 平26. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  885421,259,9 ウエルシア薬局静岡丸〒421-0106 054-268-3350ウエルシア薬局株式会内田　光哉 平26. 9. 1 薬局
     子店 静岡市駿河区北丸子１－５－５ 常　勤:    1社　代表取締役　水野 交代 現存
     (薬       1)　秀晴 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  886421,260,7 ウエルシア薬局静岡エ〒422-8067 054-284-0818ウエルシア薬局株式会三澤　賢 平26. 9. 1 薬局
     スパティオ店 静岡市駿河区南町１４－２５　エ常　勤:    6社　代表取締役　水野 交代 現存
     スパティオ　１階１０１－Ｂ号室(薬       6)　秀晴 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  887421,261,5 ウエルシア薬局静岡若〒420-0006 054-275-3188ウエルシア薬局株式会藤森　桃 平26. 9. 1 薬局
     松町店 静岡市葵区若松町１２－１ 常　勤:    3社　代表取締役　水野 交代 現存
     (薬       3)　秀晴 平26. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  888421,262,3 ウエルシア薬局清水三〒424-0902 054-337-0818ウエルシア薬局株式会佐藤　将彦 平26. 9. 1 薬局
     保店 静岡市清水区折戸５２１－１１ 常　勤:    1社　代表取締役　水野 交代 現存
     (薬       1)　秀晴 平26. 9. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  889421,263,1 ウエルシア薬局静岡葵〒420-0007 054-653-0030ウエルシア薬局株式会清水　祐実江 平26. 9. 1 薬局
     の森店 静岡市葵区柳町１９３―１ 常　勤:    2社　代表取締役　水野 交代 現存
     (薬       2)　秀晴 平26. 9. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  890421,264,9 ウエルシア薬局清水下〒424-0939 054-355-1161ウエルシア薬局株式会坂井　康輔 平26. 9. 1 薬局
     清水店 静岡市清水区下清水町５－３０ 常　勤:    1社　代表取締役　水野 交代 現存
     (薬       1)　秀晴 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  891421,265,6 ウエルシア薬局清水高〒424-0008 054-349-5700ウエルシア薬局株式会三浦　一輝 平26. 9. 1 薬局
     部店 静岡市清水区押切２９２ 常　勤:    1社　代表取締役　水野 交代 現存
     (薬       1)　秀晴 平26. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  892421,267,2 ウエルシア薬局静岡上〒420-0841 054-200-7722ウエルシア薬局株式会高田　浄美 平26.11. 1 薬局
     足洗店 静岡市葵区上足洗３－１３－３０常　勤:    5社　代表取締役　水野 新規 現存
     (薬       5)　秀晴 平26.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  893421,268,0 眞長薬局　ひがし店 〒424-0831 054-340-3677眞長兵衛株式会社　代齊藤　広行 平26.12. 1 薬局
     静岡市清水区入江１－６－６ 常　勤:    2表取締役　藤井　ひろ 新規 現存
     (薬       2)み 平26.12. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  894421,269,8 すずらん薬局新富店 〒420-0061 054-653-0001株式会社アイドラッグ杉本　みさ 平26.12. 1 薬局
     静岡市葵区新富町５－７－２ 常　勤:    4　代表取締役　石川　 新規 現存
     (薬       4)優子 平26.12. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  895421,270,6 敬順堂薬局 〒424-0835 054-352-3975株式会社敬順堂薬局　杉本　道信 平26.12. 1 薬局
     静岡市清水区上清水町２－１３ 常　勤:    2代表取締役　杉本　道 交代 現存
     (薬       2)信 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  896421,271,4 木の下町薬局 〒424-0846 054-347-4030有限会社メデオール　長田　正章 平27. 2. 1 薬局
     静岡市清水区木の下町１８９ 常　勤:    1代表取締役　柴田　昭 交代 現存
     (薬       1) 平27. 2. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  897421,273,0 メディオ薬局中田本町〒422-8043 054-654-0117株式会社メディオ薬局佐野　由紀子 平27. 4. 1 薬局
     店 静岡市駿河区中田本町４９－８ 常　勤:    3　代表取締役　髙澤　 新規 現存
     (薬       3)貢 平27. 4. 1
     非常勤:   17
     (薬      17)
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  898421,274,8 なの花薬局清水西久保〒424-0038 054-368-6150株式会社　なの花東日三宅　涼子 平27. 4. 1 薬局
     店 静岡市清水区西久保１ー５－８ 常　勤:    3本　代表取締役　遠山 交代 現存
     (薬       3)　功 平27. 4. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  899421,275,5 ウエルシア薬局静岡駅〒420-0851 054-205-1882ウエルシア薬局株式会大沼　範顕 平27. 6. 1 薬局
     アスティ店 静岡市葵区黒金町４６－１ 常　勤:    5社　代表取締役　水野 新規 現存
     (薬       5)　秀晴 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  900421,276,3 鷹匠薬局　公園店 〒420-0833 054-247-5611株式会社ＷＩＮＧ　代塚本　光真 平27. 6. 1 薬局
     静岡市葵区東鷹匠町５ー１ 常　勤:    1表取締役　後藤　治弘 交代 現存
     (薬       1) 平27. 6. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  901421,277,1 あい・ハート薬局　渋〒424-0053 054-376-6400株式会社サンファーマ一瀨　昌秀 平27.10. 1 薬局
     川店 静岡市清水区渋川３－１０－１０常　勤:    3シー　代表取締役　井 新規 現存
     (薬       3)上　眞一 平27.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  902421,278,9 ひばり城北薬局 〒420-0886 054-298-9070有限会社ブリケンコー木村　克也 平27. 9. 1 薬局
     静岡市葵区大岩４－２５－４０ 常　勤:    2ポレーション　代表取 交代 現存
     (薬       2)締役　木村　克也 平27. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  903421,280,5 エムハート薬局　おし〒424-0008 054-344-5050株式会社ミック　代表早川　尚宏 平27.11. 1 薬局
     きり店 静岡市清水区押切２００２－２ 常　勤:    2取締役　中川　春原 新規 現存
     (薬       2) 平27.11. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  904421,281,3 アイン薬局　静岡店 〒422-8006 054-280-6088株式会社アインファー山本　泰寛 平27.11. 1 薬局
     静岡市駿河区曲金４－１３－１７常　勤:    2マシーズ　代表取締役 交代 現存
     (薬       2)　大石　美也 平27.11. 1
     非常勤:   15
     (薬      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  905421,282,1 なの花薬局静岡中町店〒420-0867 054-270-5700株式会社なの花中部　青栁　晃平 平27.12. 1 薬局
     静岡市葵区馬場町８　レーベンビ常　勤:    1代表取締役　國松　一 新規 現存
     ル静岡１階 (薬       1)徳 平27.12. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  906421,283,9 すずらん薬局大岩店 〒420-0884 054-246-8200株式会社アイドラッグ洞口　奈津子 平27.12. 1 薬局
     静岡市葵区大岩本町２５－１１ 常　勤:    2　代表取締役　石川　 新規 現存
     (薬       2)優子 平27.12. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  907421,284,7 ウエルシア薬局清水横〒424-0033 054-371-5660ウエルシア薬局株式会土田　瞳 平28. 1. 1 薬局
     砂店 静岡市清水区横砂本町１８－２８常　勤:    1社　代表取締役　水野 新規 現存
     (薬       1)　秀晴 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  908421,285,4 日本調剤静岡薬局 〒420-0853 054-653-0571日本調剤株式会社　代小林　寿人 平28. 1. 1 薬局
     静岡市葵区追手町１０－１１０　常　勤:    5表取締役　三津原　博 新規 現存
     新中町ビル１階１１５ (薬       5) 平28. 1. 1
     非常勤:   12
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  909421,286,2 はやい薬局 〒420-0873 054-255-8333有限会社わかくさ調剤鵜飼　淳 平30. 4. 1 薬局
     静岡市葵区籠上１２－５６ 常　勤:    1薬局　代表取締役　髙 移動 現存
     (薬       1)橋　千惠子 平30. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  910421,288,8 うさぎ薬局　草薙店 〒424-0886 054-368-5165株式会社うさぎ薬局　刀坂　美紀 平28. 4. 1 薬局
     静岡市清水区草薙１－３－１５－常　勤:    2代表取締役　白石　誠 新規 現存
     １０１ (薬       2)一郎 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  911421,289,6 ふれあい薬局　西脇店〒422-8044 054-282-5636有限会社ふれあい薬局佐藤　弘敏 平28. 4. 1 薬局
     静岡市駿河区西脇３８ー１ 常　勤:    2　代表取締役　横山　 交代 現存
     (薬       2)和幸 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  912421,290,4 もみの木薬局清水店 〒424-0832 054-340-9030株式会社　医心堂　代佐竹　美和 平28. 5. 1 薬局
     静岡市清水区入江南町１４－２７常　勤:    3表取締役　佐竹　康秀 新規 現存
     －２ (薬       3) 平28. 5. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  913421,291,2 あおば薬局　かがやき〒420-0031 054-272-6234株式会社　ワイシイア小林　真由美 平28. 5. 1 薬局
     店 静岡市葵区呉服町２－３－１ふし常　勤:    2イ　代表取締役　山本 新規 現存
     みやビル４Ｆ (薬       2)　勝央 平28. 5. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  914421,292,0 石川薬局北脇店 〒424-0052 054-376-5381有限会社ゼフィルス　石川　圭祐 平28. 6. 1 薬局
     静岡市清水区北脇５８０－５２ 常　勤:    4代表取締役　石川　幸 新規 現存
     (薬       4)伸 平28. 6. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  915421,293,8 すずらん薬局中村店 〒422-8047 054-654-5988株式会社アイドラッグ榊原　有美 平28. 6. 1 薬局
     静岡市駿河区中村町１２－３ 常　勤:    1　代表取締役　石川　 新規 現存
     (薬       1)優子 平28. 6. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  916421,294,6 やまぶん薬局 〒420-0872 054-260-5568株式会社メディエスタ木俣　雄介 平28. 6. 1 薬局
     静岡市葵区昭府２－１７－２ハイ常　勤:    2　代表取締役　木俣　 組織変更 現存
     レジデンスＭ１０５ (薬       2)雄介 平28. 6. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  917421,295,3 ファーマライズ薬局　〒420-0821 054-267-2215東海ファーマライズ株大重　由香理 平28. 6. 1 薬局
     柚木店 静岡市葵区柚木９０ー９ 常　勤:    2式会社　代表取締役　 交代 現存
     (薬       2)鹿犱　徹 平28. 6. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  918421,296,1 ふるしょう薬局 〒420-0812 054-207-7301有限会社丸子薬局　代福田　達也 平28. 7. 1 薬局
     静岡市葵区古庄５－３－２１ 常　勤:    1表取締役　福田　達也 新規 現存
     (薬       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  919421,298,7 ウエルシア薬局　静岡〒420-0882 054-200-4890ウエルシア薬局株式会片山　ふく美 平28. 9. 1 薬局
     安東店 静岡市葵区安東３－１５－１０ 常　勤:    5社　代表取締役　水野 交代 現存
     (薬       5)　秀晴 平28. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  920421,299,5 いしだ薬局 〒422-8042 054-654-6355株式会社マインド　代小林　信亮 平28.10. 1 薬局
     静岡市駿河区石田３－１１－３４常　勤:    2表取締役　野村　信介 新規 現存
     (薬       2) 平28.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  921421,300,1 ホワイト薬局高部店 〒424-0008 054-368-6913有限会社薬健　代表取石月　瑞穂 平28.10. 1 薬局
     静岡市清水区押切２３７４－１ 常　勤:    3締役　秋山　欣三 新規 現存
     (薬       3) 平28.10. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  922421,301,9 アイセイ薬局　草薙店〒424-0884 054-344-1352株式会社アイセイ薬局鈴木　克弥 平28.10. 1 薬局
     静岡市清水区草薙一里山１８－２常　勤:    2　代表取締役　藤井　 交代 現存
     ４ (薬       2)江美 平28.10. 1
     非常勤:   12
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  923421,302,7 アイセイ薬局　清水富〒424-0941 054-351-8333株式会社アイセイ薬局木村　智 平28.10. 1 薬局
     士見店 静岡市清水区富士見町８－１５　常　勤:    1　代表取締役　藤井　 交代 現存
     　木材ビル (薬       1)江美 平28.10. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  924421,303,5 アイセイ薬局　清水巴〒424-0829 054-351-5050株式会社アイセイ薬局戸室　哲司 平28.10. 1 薬局
     店 静岡市清水区巴町１３ー１１ 常　勤:    4　代表取締役　藤井　 交代 現存
     (薬       4)江美 平28.10. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  925421,304,3 たかべ薬局 〒424-0008 054-347-5660スリーエム株式会社　宮地　尚彦 平28.10. 1 薬局
     静岡市清水区押切２１３１－２ 常　勤:    2代表取締役　宮地　禎 交代 現存
     (薬       2)子 平28.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  926421,305,0 杏林堂薬局　静岡小鹿〒422-8021 054-287-9111株式会社杏林堂薬局　鈴木　孝史 平28.11. 1 薬局
     店 静岡市駿河区小鹿２２８－１ 常　勤:    2代表取締役　青田　英 新規 現存
     (薬       2)行 平28.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  927421,306,8 ひまわり薬局 〒420-0871 054-251-0636株式会社プラス調剤薬望月　照子 平28.11. 1 薬局
     静岡市葵区昭府２－１－１４ 常　勤:    1局　代表取締役　西浦 交代 現存
     (薬       1)　有祐 平28.11. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  928421,307,6 プラザ中田薬局 〒422-8043 054-204-5050株式会社　やまうち薬髙橋　賢 平29. 1. 1 薬局
     静岡市駿河区中田本町２５－１ 常　勤:    2局　代表取締役　山内 新規 現存
     (薬       2)　克哉 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  929421,308,4 ウエルシア薬局　清水〒424-0044 054-371-5689ウエルシア薬局株式会熊谷　重人 平29. 1. 1 薬局
     江尻台店 静岡市清水区江尻台町２２－１ 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:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  930421,309,2 あい・ハート薬局　竜〒420-0804 054-248-1770株式会社　サンファー坪内　一洋 平29. 4. 1 薬局
     南店 静岡市葵区竜南３－１１－１２ 常　勤:    1マシー　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)井上　眞一 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  931421,310,0 きずな薬局曲金店 〒422-8006 054-654-6788株式会社ＭＫＲ　代表渡邊　睦也 平29. 4. 1 薬局
     静岡市駿河区曲金４－１－３１ 常　勤:    2取締役　渡邊　睦也 交代 現存
     (薬       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  932421,311,8 トマス薬局　中町店 〒420-0853 054-653-5011株式会社ニイム　代表甲賀　エリ子 平29. 4. 1 薬局
     静岡市葵区追手町４６ 常　勤:    2取締役　鈴本　康弘 交代 現存
     (薬       2) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  933421,312,6 北部薬局 〒420-0944 054-272-3337株式会社ヨコテ　代表横手　武司 平29. 4. 1 薬局
     静岡市葵区新伝馬２－９－２１ 非常勤:    3取締役　横手　武司 交代 現存
     (薬       3) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  934421,313,4 もみの木薬局　見瀬店〒422-8057 054-270-9931株式会社　医心堂　代長野　俊直 平29. 7. 1 薬局
     静岡市駿河区見瀬２２９－４ 常　勤:    2表取締役　佐竹　康秀 新規 現存
     (薬       2) 平29. 7. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  935421,314,2 うさぎ薬局　袖師店 〒424-0037 054-363-6662株式会社ティーグル　菅原　悠 平29. 7. 1 薬局
     静岡市清水区袖師町１１２０－２常　勤:    1代表取締役　菅原　悠 交代 現存
     (薬       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  936421,315,9 このみ薬局駿河店 〒422-8076 054-204-6275有限会社ジョーブメデ小原　ゆかり 平29. 9. 1 薬局
     静岡市駿河区八幡１－２－２０ 常　勤:    1ィカル　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)加藤　謙 平29. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  937421,316,7 杏林堂薬局静岡松富店〒420-0941 054-205-9211株式会社杏林堂薬局　前川　裕児 平29. 9. 1 薬局
     静岡市葵区松富２－１－６２ 常　勤:    1代表取締役　青田　英 新規 現存
     (薬       1)行 平29. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  938421,317,5 フラワー薬局　中村町〒422-8047 054-260-7379有限会社フラワーズ　近藤　司 平29.10. 1 薬局
     店 静岡市駿河区中村町１５２－１ 常　勤:    2代表取締役　三輪　哲 新規 現存
     (薬       2)資 平29.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  939421,318,3 まごころ薬局　高松店〒422-8034 054-270-9018有限会社　誠　代表取望月　裕夫 平29.10. 1 薬局
     静岡市駿河区高松１－１５－１７常　勤:    2締役　米田　祐希 新規 現存
     (薬       2) 平29.10. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  940421,319,1 レイズ薬局　清水店 〒424-0808 054-625-5215株式会社エムズレイズ黒木　翔 平29.11. 1 薬局
     静岡市清水区大手３－３－２１－常　勤:    1ＪＰＮ　代表取締役　 新規 現存
     ２ (薬       1)森内　孝 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  941421,320,9 しろくま薬局　楠店 〒424-0882 054-395-8090ハロー薬局株式会社　平野　玲子 平29.11. 1 薬局
     静岡市清水区楠新田２８１－３ 常　勤:    2代表取締役　小林　綾 新規 現存
     (薬       2)乃 平29.11. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)



 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［静岡県］

［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   123 頁

  942421,321,7 そうごう薬局　清水八〒424-0212 054-395-8691総合メディカル株式会鈴木　厚平 平29.11. 1 薬局
     木間店 静岡市清水区八木間町１６５７－常　勤:    1社　代表取締役　坂本 新規 現存
     １ (薬       1)　賢治 平29.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  943421,322,5 このみ薬局静岡店 〒420-0804 054-200-1616スブルー・メディカル浦田　千裕 平29.10. 1 薬局
     静岡市葵区竜南１－５－４１ 常　勤:    2株式会社　代表取締役 交代 現存
     (薬       2)　松村　卓 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  944421,323,3 ローソンひばり薬局　〒420-0882 054-340-0118有限会社ブリケンコー佐田　建 平29.12. 1 薬局
     安東店 静岡市葵区安東１－６－１６ 常　勤:    1ポレーション　代表取 新規 現存
     (薬       1)締役　木村　克也 平29.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  945421,324,1 中川薬局　小鹿店 〒422-8006 054-202-9522株式会社ＡＱＵＡ　代上村　邦夫 平29.12. 1 薬局
     静岡市駿河区曲金４－９－１２ 常　勤:    2表取締役　藤原　進一 交代 現存
     (薬       2) 平29.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  946421,325,8 Ｖ・ｄｒｕｇ　駿河敷〒422-8036 054-260-6950中部薬品　株式会社　森本　千夏 平30. 3. 1 薬局
     地薬局 静岡市駿河区敷地１－２５－８ 非常勤:    2代表取締役　高 　基 新規 現存
     (薬       2)彦 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  947421,326,6 静岡調剤薬局　八千代〒420-0013 054-204-3386株式会社　静岡調剤　朝比奈　正博 平30. 4. 1 薬局
     町店 静岡市葵区八千代町３０－２ 常　勤:    1代表取締役　朝比奈　 新規 現存
     (薬       1)正博 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  948421,327,4 とうかい薬局 〒420-0805 054-247-3601株式会社　サンファー重田　和史 平30. 4. 1 薬局
     静岡市葵区城北１ー１ 常　勤:    1マシー　代表取締役　 交代 現存
     (薬       1)井上　眞一 平30. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  949421,328,2 おおつぼ薬局 〒424-0847 054-347-5101株式会社　エムツリー山口　達也 平30. 5. 1 薬局
     静岡市清水区大坪２－５－２　コ常　勤:    1　代表取締役　山口　 新規 現存
     ン・ブリオ　Ｂ (薬       1)達也 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  950510,025,6 西島薬局 〒425-0028 054(628)7061西島　芙美江 西島　秀明 昭47. 1. 1 薬局
     焼津市駅北２丁目６－１１ 常　勤:    2 現存
     (薬       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  951510,044,7 アマノ薬局 〒425-0057 054(624)4800天野　栄次 天野　栄次 昭51.11. 1 薬局
     焼津市下小田６６２－２ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平30. 3.27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  952510,060,3 カネマツ薬局 〒425-0031 054(628)3066山崎　博康 山崎　博康 平 4. 5.15 薬局
     焼津市小川新町１丁目１０番２３常　勤:    1 現存
     号 (薬       1) 平28. 5.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  953510,067,8 コヤマ薬局 〒425-0028 054-628-3982小山　裕司 小山　裕司 平11. 2.22 薬局
     焼津市駅北３ー１０ー２４ 常　勤:    1 交代 現存
     (薬       1) 平29. 2.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  954510,071,0 愛清館薬局 〒425-0071 054-621-2055清水　宏晋 清水　宏晋 平19. 7. 1 薬局
     焼津市三ケ名１１３５－３ 常　勤:    1 交代 現存
     (薬       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  955510,074,4 ヤブザキ薬局 〒425-0084 054-628-8503藪﨑　裕子 薮﨑　裕子 平27. 3.31 薬局
     焼津市大村新田１２８－１ 常　勤:    1 交代 現存
     (薬       1) 平27. 3.31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  956510,075,1 マイ薬局 〒421-0201 054-662-1677服部　隆志 服部　隆志 平27.10. 1 薬局
     焼津市上小杉１０７６ 常　勤:    1 交代 現存
     (薬       1) 平27.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  957510,076,9 アマノ薬局　若竹 〒425-0057 054-659-3487天野　雄一郎 天野　雄一郎 平29. 8. 1 薬局
     焼津市下小田１２５－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  958510,077,7 げんき薬局 〒425-0073 054-620-7237木下　徹 木下　徹 平30. 4. 1 薬局
     焼津市小柳津３４３－２ 常　勤:    1 交代 現存
     (薬       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  959511,003,2 株式会社鈴木薬局 〒425-0022 054(628)3337株式会社鈴木薬局　鈴鈴木　稔 昭45. 5. 1 薬局
     焼津市本町４丁目７番１５号 常　勤:    1木　稔 現存
     (薬       1) 平28. 8. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  960511,004,0 株式会社東京薬局 〒425-0027 054(628)2370株式会社東京薬局　代神戸　研一 昭47. 4. 1 薬局
     焼津市栄町３丁目７番９号 常　勤:    2表取締役　神戸　研一 現存
     (薬       2) 平27.11.22
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  961511,018,0 トヨダ薬局 〒425-0086 054(627)5398有限会社　トヨダ薬局川島　義隆 昭56. 1. 6 薬局
     焼津市小土１００７番地１号 常　勤:    1　代表取締役　川島　 現存
     (薬       1)義隆 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  962511,022,2 フレンド薬局 〒425-0068 054-624-9390株式会社　焼津調剤　久保山　智子 平19. 3.26 薬局
     焼津市中新田８３－１ 常　勤:    4代表取締役　鈴木　稔 移動 現存
     (薬       4) 平25. 3.26
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  963511,024,8 中里薬局 〒425-0014 054(626)4700有限会社中里薬局　代今村　千登勢 平 4. 4.15 薬局
     焼津市中里７０番地の１ 常　勤:    2表取締役　今村　千登 現存
     (薬       2)勢 平28. 4.15
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  964511,027,1 プリンス薬局 〒425-0036 054(626)8066株式会社　焼津調剤　大須賀　直子 平 5. 7.15 薬局
     焼津市西小川２丁目８－４　スズ常　勤:    1代表取締役　鈴木　稔 現存
     セイビル　１０１号 (薬       1) 平29. 7.15
     非常勤:   13
     (薬      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  965511,028,9 赤木薬局小川店 〒425-0035 054-626-5300株式会社　赤木薬局　一言　日出樹 平 6. 5. 1 薬局
     焼津市東小川２丁目１４番２号 常　勤:    3代表取締役　一言　日 現存
     (薬       3)出樹 平30. 5. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  966511,029,7 しんまち薬局 〒425-0031 054-629-9230有限会社　志太調剤薬渡邊　千恵 平 7. 2. 1 薬局
     焼津市小川新町３ー４ー２７ 常　勤:    1局　代表取締役　塚田 新規 現存
     (薬       1)　紀江 平28. 2. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  967511,031,3 焼津センター薬局 〒425-0026 054-626-8892株式会社　焼津調剤　小澤　聖和 平 7. 8. 1 薬局
     焼津市焼津１ー５ー１５ 常　勤:    6代表取締役　鈴木　稔 新規 現存
     (薬       6) 平28. 8. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  968511,041,2 むつごろう薬局　焼津〒425-0075 054-620-8801有限会社むつごろう薬桜田　亜佐美 平11.10.15 薬局
     店 焼津市西焼津３２ー７ 常　勤:    2局　代表取締役　鈴木 新規 現存
     (薬       2)　寛彦 平29.10.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  969511,042,0 大覚寺薬局 〒425-0088 054-629-3789有限会社大覚寺薬局　小長谷　晋吾 平22.11. 1 薬局
     焼津市大覚寺二丁目５番地の１５常　勤:    2代表取締役　永吉　翼 移動 現存
     (薬       2) 平28.11. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  970511,044,6 中里薬局　さくら店 〒425-0014 054-626-5443有限会社　中里薬局　小河原　貴弘 平12. 8. 1 薬局
     焼津市中里１４３ー４ 常　勤:    1代表取締役　今村　千 新規 現存
     (薬       1)登勢 平24. 8. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  971511,045,3 ゆりかもめ薬局 〒425-0045 054-656-2551株式会社焼津調剤　代村松　正義 平12. 9. 1 薬局
     焼津市祢宜島６０１ー１ 常　勤:   12表取締役　鈴木　稔 新規 現存
     (薬      12) 平24. 9. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  972511,048,7 まごころ薬局　道原店〒425-0055 054-656-3007有限会社あさひ　代表瀬戸　政輝 平12. 9.15 薬局
     焼津市道原７２１ 常　勤:    2取締役　米田　祐希 新規 現存
     (薬       2) 平24. 9.15
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  973511,049,5 フラワー薬局　田尻店〒425-0052 054-656-3755有限会社　オー・ティ片山　純子 平12.10. 1 薬局
     焼津市田尻１６４５ 常　勤:    9ー・エス・ピー　代表 新規 現存
     (薬       9)取締役　三輪　哲資 平24.10. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  974511,052,9 ハロー薬局 〒425-0027 054-621-4646有限会社ハロー薬局　鈴木　麻衣 平13. 1. 1 薬局
     焼津市栄町６ー３ー１３ 常　勤:    6取締役　杉本　憲治 新規 現存
     (薬       6) 平25. 1. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  975511,053,7 エムハート薬局すみれ〒425-0042 054-623-9311株式会社ミック　代表副島　美野里 平13. 1. 1 薬局
     中央店 焼津市石津港町４９ー１１ 常　勤:    1取締役　中川　春原 交代 現存
     (薬       1) 平25. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  976511,054,5 フラワー薬局　大富店〒425-0046 054-656-2030有限会社　オー・ティ延命　育世 平13. 4. 1 薬局
     焼津市三右衛門新田６４７ー１ 常　勤:    4ー・エス・ピー　代表 新規 現存
     (薬       4)取締役　三輪　哲資 平25. 4. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  977511,055,2 焼津のぞみ薬局 〒425-0006 054-621-5995有限会社ワイティ　代池田　賢司 平13. 5.15 薬局
     焼津市関方２８－７ 常　勤:    1表取締役　久保田　靖 新規 現存
     (薬       1) 平25. 5.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  978511,057,8 コスモ薬局 〒425-0022 054-621-3771有限会社ジン　取締役松浦　信義 平13. 6. 1 薬局
     焼津市本町２ー１２ー８ヴィラ・常　勤:    1　松浦　信義 新規 現存
     マリソール焼津　１０３ (薬       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  979511,058,6 有限会社　弘仁堂薬局〒425-0028 054-627-4470有限会社　弘仁堂薬局服部　德子 平13.10. 1 薬局
     焼津市駅北３丁目４番２４号 常　勤:    1　代表取締役　服部　 組織変更 現存
     (薬       1)徳子 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  980511,059,4 メロン薬局 〒425-0081 054-629-8862有限会社　広野薬局　近津　佳代子 平14. 3.15 薬局
     焼津市大栄町１－４－１８ 常　勤:    2代表取締役　福澤　惠 新規 現存
     (薬       2)吉 平26. 3.15
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  981511,061,0 くるみ薬局 〒425-0027 054-621-5321有限会社　カクイ　代相山　昌毅 平14. 6. 1 薬局
     焼津市栄町２－２－２１ 常　勤:    1表取締役　相山　昌毅 新規 現存
     (薬       1) 平26. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  982511,062,8 エムハート薬局こがわ〒425-0035 054-671-1701株式会社ミック　代表小林　未佳 平14. 7. 1 薬局
     店 焼津市東小川８－６－３ 常　勤:    2取締役　中川　春原 新規 現存
     (薬       2) 平26. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  983511,064,4 すばる薬局 〒425-0026 054-627-2831有限会社　すばる薬局秋澤　重嘉 平14.11.15 薬局
     焼津市焼津６－７－３８ 常　勤:    1　代表取締役　鈴木　 新規 現存
     (薬       1)稔 平26.11.15
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  984511,065,1 ふくち薬局 〒425-0026 054-629-3114有限会社ふくち　代表福地　康浩 平24. 6. 1 薬局
     焼津市焼津１－３－２１ 常　勤:    3取締役　有賀　淑人 移動 現存
     (薬       3) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  985511,068,5 ファミリー薬局 〒425-0077 054-621-7200株式会社　焼津調剤　竹田　宜久 平15. 7. 1 薬局
     焼津市五ケ堀之内７７８－１ 常　勤:    5代表取締役　鈴木　稔 新規 現存
     (薬       5) 平27. 7. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  986511,069,3 クライン薬局 〒425-0007 054-621-3052有限会社シーガル薬局宮内　徹 平16. 1. 1 薬局
     焼津市策牛９ー２ 常　勤:    2　代表取締役　大石　 組織変更 現存
     (薬       2)昌之 平28. 1. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  987511,070,1 シーガル薬局 〒425-0087 054-620-3377有限会社シーガル薬局鈴木　淑夫 平16. 1. 1 薬局
     焼津市保福島１０７２ー５ 常　勤:    8　代表取締役　大石　 組織変更 現存
     (薬       8)昌之 平28. 1. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  988511,071,9 ユーカリ薬局 〒425-0082 054-626-5000有限会社わかくさ調剤近藤　美奈 平16. 6. 1 薬局
     焼津市大村２－１０－１１ 常　勤:    1薬局　代表取締役　髙 新規 現存
     (薬       1)橋　千惠子 平28. 6. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  989511,072,7 るりそう薬局 〒425-0074 054-629-9393株式会社　エシカル　鈴木　久仁子 平17. 4. 1 薬局
     焼津市柳新屋８２７ー２ 常　勤:    1代表取締役　木曽原　 交代 休止
     (薬       1)敬 平29. 4. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  990511,073,5 るりそう大富薬局 〒425-0045 054-656-2701株式会社　エシカル　土肥　佳史 平18. 9. 1 薬局
     焼津市祢宜島６０４ー１ 常　勤:    2代表取締役　木曽原　 移動 現存
     (薬       2)敬 平24. 9. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  991511,079,2 わかくさ薬局　大島店〒425-0066 054-623-9000有限会社わかくさ調剤福澤　惠吉 平19.10. 1 薬局
     焼津市大島７３５－５０ 常　勤:    1薬局　代表取締役　髙 新規 現存
     (薬       1)橋　千惠子 平25.10. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  992511,080,0 愛清館　八楠薬局 〒425-0091 054-621-1101愛清館薬局　株式会社清水　智佳子 平20. 6. 1 薬局
     焼津市八楠４丁目３２番地の７ 常　勤:    1　代表取締役　清水　 交代 現存
     (薬       1)宏晋 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  993511,081,8 イオン薬局　焼津店 〒425-0045 054-656-2300イオンリテール株式会 岡　真 平20. 8.21 薬局
     焼津市祢宜島５５５ 常　勤:    5社　代表取締役　岡崎 交代 現存
     (薬       5)　双一 平26. 8.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  994511,082,6 よつば薬局 〒425-0041 054-625-0005株式会社　クレファー鈴木　真弓 平20.11. 1 薬局
     焼津市石津１２７４－２ 常　勤:    3ル　代表取締役　澤入 新規 現存
     (薬       3)　章浩 平26.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  995511,083,4 スギ薬局　大覚寺店 〒425-0088 054-621-0035株式会社スギ薬局　代西原　毅 平21. 3. 1 薬局
     焼津市大覚寺二丁目２５番地の７常　勤:    1表取締役　 原　栄一 新規 現存
     (薬       1) 平27. 3. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  996511,085,9 エムハート薬局たじり〒425-0052 054-656-2233株式会社ミック　代表隅田　琴美 平22. 4. 1 薬局
     店 焼津市田尻１５９６－１ 常　勤:    2取締役　中川　春原 新規 現存
     (薬       2) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
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  997511,086,7 株式会社焼津調剤　カ〒425-0036 054-620-8430株式会社焼津調剤　代池谷　まゆみ 平22. 4. 1 薬局
     トレア薬局 焼津市西小川４－８－１３ 常　勤:    4表取締役　鈴木　稔 交代 現存
     (薬       4) 平28. 4. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  998511,087,5 わかくさ薬局　大富店〒425-0068 054-623-3939有限会社わかくさ調剤藤井　秀一 平22. 8. 1 薬局
     焼津市中新田５２０－１ 常　勤:    2薬局　代表取締役　髙 新規 現存
     (薬       2)橋　千惠子 平28. 8. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  999511,092,5 ホワイト薬局本町店 〒425-0022 054-631-4501有限会社薬健　代表取浅場　一倫 平23.11. 1 薬局
     焼津市本町６－１７－６ 常　勤:    1締役　秋山　欣三 新規 現存
     (薬       1) 平29.11. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1000511,093,3 クリエイト薬局焼津小〒425-0086 054-621-3171株式会社クリエイトエ水野　健寿 平24. 4. 1 薬局
     土店 焼津市小土２７０－１７ 常　勤:    5ス・ディー　代表取締 新規 現存
     (薬       5)役　廣瀨　泰三 平30. 4. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1001511,095,8 マリン薬局 〒425-0027 054-621-1008株式会社焼津調剤　代藤ヶ谷　永子 平24. 7. 1 薬局
     焼津市栄町２－８－５ 常　勤:    2表取締役　鈴木　稔 交代 現存
     (薬       2) 平24. 7. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1002511,097,4 さかえ薬局 〒425-0027 054-631-6090有限会社しみず調剤　清水　一代 平30. 3.18 薬局
     焼津市栄町２－３－１９ 常　勤:    2代表取締役　清水　一 移動 現存
     (薬       2)代 平30. 3.18
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1003511,098,2 こがわ薬局 〒425-0036 054-639-6297有限会社しみず調剤　河野　耕朗寛 平25. 5. 1 薬局
     焼津市西小川４－３－３ 常　勤:    1代表取締役　清水　一 新規 現存
     (薬       1)代 平25. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1004511,099,0 赤木薬局さつき店 〒425-0036 054-627-9230株式会社赤木薬局　代一言　紀子 平25. 6. 1 薬局
     焼津市西小川４－９－１２ 常　勤:    2表取締役　一言　日出 新規 現存
     (薬       2)樹 平25. 6. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1005511,102,2 フラワー薬局豊田店 〒425-0077 054-639-6277有限会社フラワーズ　大瀧　純子 平25. 9. 1 薬局
     焼津市五ケ堀之内１４３－４ 常　勤:    2代表取締役　三輪　哲 新規 現存
     (薬       2)資 平25. 9. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1006511,104,8 杏林堂薬局焼津与惣次〒425-0034 054-656-3411株式会社杏林堂薬局　岡部　真幸 平26. 3. 1 薬局
     店 焼津市与惣次１９７－１ 常　勤:    4代表取締役　青田　英 新規 現存
     (薬       4)行 平26. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1007511,105,5 ウエルシア薬局焼津南〒425-0034 054-623-8534ウエルシア薬局株式会阪上　泰一 平26. 9. 1 薬局
     店 焼津市与惣次６４ 常　勤:    9社　代表取締役　水野 交代 現存
     (薬       9)　秀晴 平26. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1008511,106,3 ウエルシア薬局焼津田〒425-0051 054-656-1261ウエルシア薬局株式会栗原　亜矢子 平26. 9. 1 薬局
     尻北店 焼津市田尻北２６１ 常　勤:    1社　代表取締役　水野 交代 現存
     (薬       1)　秀晴 平26. 9. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1009511,107,1 ウエルシア薬局焼津八〒425-0091 054-620-7377ウエルシア薬局株式会佐田　優衣 平26. 9. 1 薬局
     楠店 焼津市八楠２－２９－６ 常　勤:    1社　代表取締役　水野 交代 現存
     (薬       1)　秀晴 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1010511,108,9 ウエルシア薬局焼津小〒425-0073 054-621-5811ウエルシア薬局株式会飯田　健人 平26. 9. 1 薬局
     柳津店 焼津市小柳津２１８－１ 常　勤:    1社　代表取締役　水野 交代 現存
     (薬       1)　秀晴 平26. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1011511,109,7 ウエルシア薬局焼津三〒425-0071 054-620-7101ウエルシア薬局株式会奥田　淳平 平26. 9. 1 薬局
     ケ名店 焼津市三ケ名７９４ 常　勤:    1社　代表取締役　水野 交代 現存
     (薬       1)　秀晴 平26. 9. 1
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 1012511,110,5 ウエルシア薬局焼津ね〒425-0045 054-623-0931ウエルシア薬局株式会青木　勇大 平26. 9. 1 薬局
     ぎ島店 焼津市祢宜島５４０ 常　勤:    3社　代表取締役　水野 交代 現存
     (薬       3)　秀晴 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1013511,111,3 ウエルシア薬局焼津新〒425-0026 054-621-3788ウエルシア薬局株式会武田　梓 平26. 9. 1 薬局
     焼津店 焼津市焼津４ー６ー２０ 常　勤:    1社　代表取締役　水野 交代 現存
     (薬       1)　秀晴 平26. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1014511,112,1 ウエルシア薬局焼津与〒425-0034 054-656-1537ウエルシア薬局株式会織田　恒久 平26. 9. 1 薬局
     惣次店 焼津市与惣次１４４－１ 常　勤:    4社　代表取締役　水野 交代 現存
     (薬       4)　秀晴 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1015511,113,9 ウエルシア薬局焼津西〒425-0086 054-620-7355ウエルシア薬局株式会武田　圭司 平26. 9. 1 薬局
     焼津店 焼津市小土１２５０－３０ 常　勤:    2社　代表取締役　水野 交代 現存
     (薬       2)　秀晴 平26. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1016511,114,7 ウエルシア薬局焼津塩〒425-0085 054-621-4558ウエルシア薬局株式会古川　崇 平26. 9. 1 薬局
     津店 焼津市塩津６１－１ 常　勤:    1社　代表取締役　水野 交代 現存
     (薬       1)　秀晴 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1017511,115,4 きらら薬局　西焼津 〒425-0073 054-621-4606クラフト株式会社　代 田　佳織 平29. 7. 1 薬局
     焼津市小柳津２１２－５ 常　勤:    2表取締役　大塚　吉史 交代 現存
     (薬       2) 平29. 7. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1018511,116,2 きらら薬局　西小川 〒425-0036 054-620-8844クラフト株式会社　代塚本　美智子 平29. 7. 1 薬局
     焼津市西小川１－１１－３ 常　勤:    2表取締役　大塚　吉史 交代 現存
     (薬       2) 平29. 7. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1019511,117,0 きらら薬局　わかぎ豊〒425-0073 054-620-7500クラフト株式会社　代渡瀬　愛子 平29. 7. 1 薬局
     田 焼津市小柳津５９９－５ 常　勤:    2表取締役　大塚　吉史 交代 現存
     (薬       2) 平29. 7. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1020511,118,8 ウエルシア薬局　グラ〒421-0218 054-664-0850ウエルシア薬局株式会白石　浩気 平29.12. 1 薬局
     ンリバー焼津大井川店焼津市下江留１４４４－１ 常　勤:    1社　代表取締役　水野 新規 現存
     (薬       1)　秀晴 平29.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1021511,119,6 ウエルシア薬局焼津駅〒425-0027 054-620-0868ウエルシア薬局株式会鵜飼　昌典 平30. 1. 1 薬局
     店 焼津市栄町１－１－１ 常　勤:    1社　代表取締役　水野 新規 現存
     (薬       1)　秀晴 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1022511,120,4 ウエルシア薬局焼津下〒425-0045 054-656-1760ウエルシア薬局株式会三橋　大敬 平30. 2. 1 薬局
     小田店 焼津市祢宜島５７２－１ 常　勤:    1社　代表取締役　水野 新規 現存
     (薬       1)　秀晴 平30. 2. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1023520,003,1 たかくさ薬局 〒421-1132 054(667)2328上野　千枝子 上野　千枝子 昭57. 2.15 薬局
     藤枝市岡部町三輪７７４－２３ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平30. 2.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1024520,004,9 こばと薬局 〒421-0201 054(622)2019海野　一美 海野　一美 平 2. 4. 1 薬局
     焼津市上小杉６４番地 常　勤:    2 現存
     (薬       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1025521,005,5 大井川ふれあい薬局 〒421-0212 054-662-0411有限会社　ふれあい　久保田　靖 平 6. 6.15 薬局
     焼津市利右衛門９７２番地の８ 常　勤:    2代表取締役　久保田　 現存
     (薬       2)靖 平30. 6.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1026521,006,3 三栄薬局　大井川店 〒421-0206 054-622-3408株式会社　三栄薬品　三宅　めぐみ 平 6.11. 1 薬局
     焼津市上新田６７８ 常　勤:    1代表取締役　堀田　雅 新規 現存
     (薬       1)美 平24.11. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1027521,009,7 仁科薬局　大井川店 〒421-0217 054-662-0862有限会社仁科薬局　代山城　邦之 平 9. 9. 1 薬局
     焼津市上泉５９４ー２ 常　勤:    1表取締役　高橋　京子 組織変更 現存
     (薬       1) 平24. 9. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1028521,010,5 岡部南薬局 〒421-1131 054-648-0055株式会社はいやく　代佐藤　宏樹 平11. 4. 1 薬局
     藤枝市岡部町内谷字宮前６５０ー常　勤:    1表取締役　原　匡 新規 現存
     ２ (薬       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1029521,011,3 あお空薬局 〒421-0205 054-664-0277株式会社　はいやく　長田　太一朗 平11.10. 1 薬局
     焼津市宗高字中川原１１６８ー２常　勤:    3代表取締役　原　匡 新規 現存
     (薬       3) 平29.10. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1030521,013,9 下小杉薬局 〒421-0202 054-664-2151有限会社　志太調剤薬大石　裕也 平14. 6.15 薬局
     焼津市下小杉字海道５５２－２ 常　勤:    2局　代表取締役　塚田 新規 現存
     (薬       2)　紀江 平26. 6.15
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1031521,014,7 おおいがわ薬局 〒421-0205 054-662-1762有限会社　しみず調剤天野　智子 平16. 5.10 薬局
     焼津市宗高１４９３ー４ 常　勤:    2　代表取締役　清水　 交代 現存
     (薬       2)一代 平28. 5.10
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1032521,015,4 エムハート薬局山東店〒421-1131 054-667-8333株式会社ミック　代表増井　直登 平20. 5. 1 薬局
     藤枝市岡部町内谷１７４０－１ 常　勤:    1取締役　中川　春原 交代 現存
     (薬       1) 平26. 5. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1033530,017,9 至誠堂薬局 〒426-0071 054-641-1838薮崎　信子 藪﨑　覚 昭45. 7. 1 薬局
     藤枝市志太３丁目１番２９号 常　勤:    2 現存
     (薬       2) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1034530,024,5 中川薬局 〒426-0073 054-641-4028中川　豊子 中川　豊子 昭46. 7. 1 薬局
     藤枝市新南新屋２４番４号 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1035530,027,8 竹田屋薬局 〒426-0018 054-641-6624小宮山　祥吾 小宮山　祥吾 平15. 2.17 薬局
     藤枝市本町３－３－３１ 常　勤:    1 移動 現存
     (薬       1) 平27. 2.17
     非常勤:    1
     (薬       1)



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

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表［静岡県］

［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   135 頁

 1036530,030,2 中村薬局 〒426-0011 054(643)8900中村　和夫 中村　和夫 昭59. 4.15 薬局
     藤枝市平島６０２－９５ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平29. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1037530,031,0 フジ薬局 〒426-0018 054-641-1917岩崎　博美 岩崎　博美 昭60. 1. 1 薬局
     藤枝市本町２丁目１番４０号 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1038530,035,1 ほんまち薬局 〒426-0025 054(644)5829小林　剛 小林　剛 平元. 4. 1 薬局
     藤枝市藤枝５丁目６番３５号 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平24.10.22
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1039530,042,7 西川薬局 〒426-0034 054-641-0605西川　美弥子 西川　美弥子 平 6. 7. 6 薬局
     藤枝市駅前　２ー９ー１ 常　勤:    1 交代 現存
     (薬       1) 平24. 7. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1040530,045,0 いかるみ薬局 〒426-0006 054-643-3477 村　芳子 瀧村　智行 平 8.10.15 薬局
     藤枝市藤岡５ー８ー２ 常　勤:    4 新規 現存
     (薬       4) 平29.10.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1041530,052,6 こいで薬局 〒426-0082 054-647-7775小出　稔 小出　稔 平13. 2. 1 薬局
     藤枝市瀬古２ー６ー１７ 常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1042530,053,4 京屋薬局 〒426-0061 054(635)0602赤堀　恭子 赤堀　恭子 平14. 2. 1 薬局
     藤枝市田沼１丁目１４ー１ 常　勤:    2 交代 現存
     (薬       2) 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1043530,054,2 ワコー堂たかやなぎ薬〒426-0041 054-634-1123鈴木　正章 鈴木　正章 平16.11.15 薬局
     局 藤枝市高柳２－３－４４ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平28.11.15
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1044530,055,9 せせらぎ薬局 〒426-0043 054-270-6336金本　一代 鈴木　明子 平19.11.15 薬局
     藤枝市大新島６７１－５ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平25.11.15
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1045531,002,0 有限会社徳谷薬局 〒426-0025 054-643-0076有限会社　徳谷薬局　徳谷　安紀 昭47. 9. 1 薬局
     藤枝市藤枝３－１－２６ 常　勤:    1代表取締役　徳谷　安 現存
     (薬       1)紀 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1046531,003,8 株式会社　赤堀薬局 〒426-0025 054-641-0077株式会社赤堀薬局　代赤堀　孝子 昭44.12. 1 薬局
     藤枝市藤枝４丁目１番２号 常　勤:    1表取締役　赤堀　孝子 現存
     (薬       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1047531,007,9 わかくさ薬局 〒426-0061 054-635-3749有限会社わかくさ調剤永吉　和恵 平30. 2. 4 薬局
     藤枝市田沼２－９－３０ 常　勤:    1薬局　代表取締役　髙 移動 現存
     (薬       1)橋　千惠子 平30. 2. 4
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1048531,011,1 青葉町薬局 〒426-0066 054-636-3175有限会社藤枝調剤薬局緒方　量 昭64. 1. 1 薬局
     藤枝市青葉町２丁目６４２－１３常　勤:    6　代表取締役　林　昭 現存
     (薬       6)弘 平28. 1. 1
     非常勤:   16
     (薬      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1049531,018,6 （有）仁科薬局 〒426-0033 054(645)2652有限会社仁科薬局　代小林　勇次 平 3. 6. 1 薬局
     藤枝市小石川町４丁目３番１６号常　勤:    3表取締役　高橋　京子 現存
     (薬       3) 平30. 6. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1050531,020,2 堀之内薬局 〒426-0088 054(644)9015合名会社堀田義定商店本田　裕 平 3.12. 1 薬局
     藤枝市堀之内１７２６ 常　勤:    2　本田　裕 現存
     (薬       2) 平27.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1051531,021,0 わかくさ薬局　白子店〒426-0018 054(646)0468有限会社わかくさ調剤大橋　光代 平28. 4. 1 薬局
     藤枝市本町２－６－３ 常　勤:    1薬局　代表取締役　髙 移動 現存
     (薬       1)橋　千惠子 平28. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1052531,022,8 サンエイ薬局　高洲店〒426-0047 054(636)3372株式会社　三栄薬品　山下　省子 平 4. 9. 1 薬局
     藤枝市与左衛門４３１－３ 常　勤:    2代表取締役　堀田　雅 現存
     (薬       2)美 平28. 9. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
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 1053531,025,1 大洲薬局 〒426-0051 054-636-7770株式会社ニイム　代表鈴木　万知子 平 7. 5.15 薬局
     藤枝市大洲４ー１ー６ 常　勤:    1取締役　鈴本　康弘 新規 現存
     (薬       1) 平28. 5.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1054531,026,9 あおじま薬局 〒426-0075 054-646-5781有限会社　志太調剤薬塚田　紀江 平 7. 6.15 薬局
     藤枝市瀬戸新屋３０２ー４ 常　勤:    4局　代表取締役　塚田 新規 休止
     (薬       4)　紀江 平28. 6.15
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1055531,028,5 わかくさ薬局　高洲店〒426-0046 054-636-8977有限会社　わかくさ調向山　信明 平 8. 1.15 薬局
     藤枝市高洲７８０ 常　勤:    2剤薬局　代表取締役　 新規 現存
     (薬       2)髙橋　千惠子 平29. 1.15
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1056531,029,3 ひかり薬局 〒426-0023 054-641-1911有限会社　志太調剤薬福永　和弘 平 8.10. 1 薬局
     藤枝市茶町４ー１３ー１２ 常　勤:    3局　代表取締役　塚田 新規 現存
     (薬       3)　紀江 平29.10. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1057531,031,9 メディオ薬局　小石川〒426-0033 054-644-1416株式会社メディオ薬局澤野　巧 平26. 9. 6 薬局
     町店 藤枝市小石川町２－１０－１６ 常　勤:    2　代表取締役　髙澤　 移動 現存
     (薬       2)貢 平26. 9. 6
     非常勤:   13
     (薬      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1058531,034,3 オオイ薬局　平島店 〒426-0011 054-644-5835有限会社オオイ薬局　福永　美枝子 平 9. 9. 1 薬局
     藤枝市平島９２０ー１ 常　勤:    4代表取締役　神谷　あ 新規 現存
     (薬       4)けみ 平24. 9. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1059531,037,6 仁科薬局　駅前店 〒426-0034 054-645-1652有限会社仁科薬局　代田中　宏 平10. 3. 1 薬局
     藤枝市駅前２ー１６ー１１ 常　勤:    1表取締役　高橋　京子 新規 現存
     (薬       1) 平28. 3. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1060531,038,4 エムハート薬局あおい〒426-0006 054-646-2002株式会社ミック　代表島田　寿久 平26. 1. 1 薬局
     店 藤枝市藤岡２－１－４ 常　勤:    3取締役　中川　春原 移動 現存
     (薬       3) 平26. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1061531,039,2 仁科薬局　青葉店 〒426-0066 054-637-0383有限会社仁科薬局　代杉山　恭子 平10. 8. 1 薬局
     藤枝市青葉町５ー１１ー２２ 常　勤:    3表取締役　高橋　京子 新規 現存
     (薬       3) 平28. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1062531,041,8 ちとせ薬局 〒426-0025 054-645-2788有限会社　志太調剤薬浅原　豪 平11. 1.15 薬局
     藤枝市藤枝５ー７ー３ 常　勤:    2局　代表取締役　塚田 新規 現存
     (薬       2)　紀江 平29. 1.15
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1063531,042,6 オオイ薬局　高柳店 〒426-0041 054-634-1820有限会社オオイ薬局　渡辺　康子 平11. 2.15 薬局
     藤枝市高柳２０３５ー８ 常　勤:    4代表取締役　神谷あけ 新規 現存
     (薬       4)み 平29. 2.15
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1064531,043,4 仁科薬局　新屋店 〒426-0075 054-647-2345有限会社仁科薬局　代藤井　裕子 平11. 4. 1 薬局
     藤枝市瀬戸新屋２４３ー８ 常　勤:    1表取締役　高橋　京子 新規 現存
     (薬       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1065531,044,2 新橋屋薬局 〒426-0012 054-646-4308有限会社　　新橋屋薬川島　智次 平28. 2. 1 薬局
     藤枝市田中３－３－９８ 常　勤:    1局　代表取締役　川島 移動 現存
     (薬       1)智次 平28. 2. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1066531,045,9 はごろも薬局 〒426-0074 054-646-9341株式会社あさひ調剤　原川　研美 平11. 7.15 薬局
     藤枝市水上２６６ー２ 常　勤:    2代表取締役　酒井　雅 新規 現存
     (薬       2)人 平29. 7.15
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1067531,047,5 エムハート薬局れんげ〒426-0014 054-647-5811株式会社ミック　代表西村　充司 平12.12. 1 薬局
     じ店 藤枝市若王子３ー５ー１ 常　勤:    1取締役　中川　春原 新規 現存
     (薬       1) 平24.12. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1068531,051,7 フラワー薬局　青島店〒426-0067 054-634-3278有限会社　フラワーズ齋藤　豪 平14. 4. 1 薬局
     藤枝市前島２－１７－１５ 常　勤:    1　代表取締役　三輪　 新規 現存
     (薬       1)哲資 平26. 4. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1069531,052,5 ベル薬局 〒426-0067 054-634-3388有限会社　藤枝調剤薬増田　通乃 平14. 9. 1 薬局
     藤枝市前島１－１２－８ 常　勤:    3局　林　昭弘 新規 現存
     (薬       3) 平26. 9. 1
     非常勤:   12
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1070531,054,1 ふくち薬局藤枝 〒426-0012 054-646-8887有限会社　ふくち　代板倉　和博 平15. 1. 1 薬局
     藤枝市田中３ー２ー６０ 常　勤:    6表取締役　有賀　淑人 組織変更 現存
     (薬       6) 平27. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1071531,056,6 しだ薬局 〒426-0071 054-646-6375有限会社　志太調剤薬大村　哲也 平16.11.15 薬局
     藤枝市志太２－１１－８ 常　勤:    3局　代表取締役　塚田 新規 現存
     (薬       3)　紀江 平28.11.15
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1072531,059,0 シオン薬局 〒426-0051 054-636-7775株式会社ニイム　代表柿原　慎一 平17. 4. 1 薬局
     藤枝市大洲４－７－２９ 常　勤:    3取締役　鈴本　康弘 新規 現存
     (薬       3) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1073531,064,0 みるく薬局 〒426-0078 054-647-1666株式会社ヘルスエコノ曾根　庸介 平18. 9. 1 薬局
     藤枝市南駿河台５－４－２６ 常　勤:    1ミクス研究所　代表取 新規 現存
     (薬       1)締役　内山　勝博 平24. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1074531,069,9 エルデ薬局 〒426-0033 054-646-1582有限会社シーガル薬局赤坂　克巳 平19. 9. 1 薬局
     藤枝市小石川町１－７－１９ 常　勤:    4　代表取締役　大石　 新規 現存
     (薬       4)昌之 平25. 9. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1075531,074,9 ひばり本町薬局 〒426-0018 054-270-4140有限会社ブリゲンコー齋藤　祐介 平20.11. 1 薬局
     藤枝市本町２－８－４１ 常　勤:    5ポレーション　代表取 新規 現存
     (薬       5)締役　木村　克也 平26.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1076531,075,6 メディオ薬局　駅前三〒426-0034 054-646-3245株式会社メディオ薬局村上　麻由美 平21. 1. 1 薬局
     丁目店 藤枝市駅前３－１４－５ 常　勤:    1　代表取締役　髙澤　 交代 現存
     (薬       1)貢 平27. 1. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1077531,077,2 サンエイ薬局　青島店〒426-0035 054-645-0824株式会社　三栄薬品　三堂　雅江 平21. 6. 1 薬局
     藤枝市下青島２０１―１ 常　勤:    1代表取締役　堀田　雅 新規 現存
     (薬       1)美 平27. 6. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1078531,079,8 エムハート薬局たかす〒426-0046 054-634-3111株式会社ミック　代表宮古　大 平22. 9. 1 薬局
     店 藤枝市高洲６２－１４ 常　勤:    1取締役　中川　春原 交代 現存
     (薬       1) 平28. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1079531,081,4 有限会社山本薬局　あ〒426-0036 054-646-6010有限会社山本薬局　代岸　秀樹 平22.12. 1 薬局
     かね薬局 藤枝市上青島４６２－８ 常　勤:    2表取締役　秋山　大輔 新規 現存
     (薬       2) 平28.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1080531,083,0 杏林堂薬局　藤枝田沼〒426-0061 054-636-7311株式会社杏林堂薬局　法月　邦博 平23. 9. 1 薬局
     店 藤枝市田沼４－１３－１１ 常　勤:    4代表取締役　青田　英 新規 現存
     (薬       4)行 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1081531,087,1 うさぎ薬局　白子店 〒426-0018 054-639-5217株式会社ハース　代表溝渕　秀敏 平24.11. 1 薬局
     藤枝市本町２－１－３５ 常　勤:    5取締役　白石　誠一郎 新規 現存
     (薬       5) 平24.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1082531,088,9 サンエイ薬局高柳店 〒426-0041 054-636-1181株式会社三栄薬品　代曾根　友美 平24.12. 1 薬局
     藤枝市高柳２－７－２９ 常　勤:    1表取締役　堀田　雅美 新規 現存
     (薬       1) 平24.12. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1083531,089,7 メディオ薬局岡部内谷〒421-1131 054-639-7166株式会社メディオ薬局薬師寺　信匡 平25. 1. 1 薬局
     店 藤枝市岡部町内谷６０－１ 常　勤:    3　代表取締役　髙澤　 新規 現存
     (薬       3)貢 平25. 1. 1
     非常勤:   12
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1084531,091,3 エムハート薬局ふじえ〒426-0006 054-645-5390株式会社ミック　代表藤田　達也 平25. 4. 1 薬局
     だ北店 藤枝市藤岡１－２２－１３ 常　勤:    3取締役　中川　春原 新規 現存
     (薬       3) 平25. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1085531,093,9 なの花薬局藤枝小石川〒426-0033 054-631-9011株式会社なの花中部　鈴木　大 平25.10. 1 薬局
     店 藤枝市小石川町１－１０－２１－常　勤:    3代表取締役　國松　一 新規 現存
     ２ (薬       3)徳 平25.10. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1086531,094,7 みなと薬局　藤枝高洲〒426-0046 054-631-9944有限会社　みなと薬局丁場　大輔 平25.12. 1 薬局
     店 藤枝市高洲１－９－２６ 常　勤:    1　代表取締役　穴沢　 新規 現存
     (薬       1)章匡 平25.12. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1087531,098,8 ウエルシア薬局藤枝駿〒426-0077 054-646-5989ウエルシア薬局株式会川口　慶久 平26. 9. 1 薬局
     河台店 藤枝市駿河台２－１７－１ 常　勤:    2社　代表取締役　水野 交代 現存
     (薬       2)　秀晴 平26. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1088531,099,6 ウエルシア薬局藤枝田〒426-0012 054-647-5085ウエルシア薬局株式会鍵和田　毅 平26. 9. 1 薬局
     中店 藤枝市田中２－１４－１７ 常　勤:    2社　代表取締役　水野 交代 現存
     (薬       2)　秀晴 平26. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1089531,100,2 ウエルシア薬局藤枝青〒426-0066 054-637-3887ウエルシア薬局株式会浪口　慎吾 平26. 9. 1 薬局
     葉町店 藤枝市青葉町１－２－２５ 常　勤:    6社　代表取締役　水野 交代 現存
     (薬       6)　秀晴 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1090531,101,0 ウエルシア薬局藤枝藪〒426-0201 054-648-1188ウエルシア薬局株式会池谷　貴行 平26. 9. 1 薬局
     田店 藤枝市下藪田字前田１２３－１ 常　勤:    2社　代表取締役　水野 交代 現存
     (薬       2)　秀晴 平26. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1091531,102,8 ウエルシア薬局藤枝茶〒426-0023 054-647-3827ウエルシア薬局株式会石井　秀宜 平26. 9. 1 薬局
     町店 藤枝市茶町３－３－３８ 常　勤:    2社　代表取締役　水野 交代 現存
     (薬       2)　秀晴 平26. 9. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1092531,103,6 ウエルシア薬局藤枝岡〒421-1131 054-667-7122ウエルシア薬局株式会大山　紳介 平26. 9. 1 薬局
     部店 藤枝市岡部町内谷８０３－１ 常　勤:    1社　代表取締役　水野 交代 現存
     (薬       1)　秀晴 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1093531,104,4 ウエルシア薬局藤枝高〒426-0046 054-634-1108ウエルシア薬局株式会山田　祐大 平26. 9. 1 薬局
     洲店 藤枝市高洲１－１３－３４ 常　勤:    3社　代表取締役　水野 交代 現存
     (薬       3)　秀晴 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1094531,105,1 ウエルシア薬局藤枝上〒426-0202 054-648-1588ウエルシア薬局株式会田中　孝 平26. 9. 1 薬局
     薮田店 藤枝市上藪田７４－２ 常　勤:    4社　代表取締役　水野 交代 現存
     (薬       4)　秀晴 平26. 9. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1095531,106,9 おかべ薬局 〒421-1131 054-667-4761株式会社アーガス　代伊海　仁 平27. 3. 1 薬局
     藤枝市岡部町内谷１３２ 常　勤:    2表取締役　松下　佳彦 交代 現存
     (薬       2) 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1096531,107,7 スギ薬局　藤枝水守店〒426-0005 054-647-5355株式会社スギ薬局　代望月　秀昭 平27. 8. 1 薬局
     藤枝市水守３－１－３ 常　勤:    1表取締役　 原　栄一 新規 現存
     (薬       1) 平27. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1097531,108,5 アイン薬局　駿河台店〒426-0078 054-645-5501株式会社アインファー福世　見紗 平27.11. 1 薬局
     藤枝市南駿河台５－４－２３ 常　勤:    2マシーズ　代表取締役 交代 現存
     (薬       2)　大石　美也 平27.11. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1098531,109,3 アイン薬局　藤枝店 〒426-0077 054-645-5022株式会社アインファー丸山　啓 平27.11. 1 薬局
     藤枝市駿河台２－１７－２４ 常　勤:    5マシーズ　代表取締役 交代 現存
     (薬       5)　大石　美也 平27.11. 1
     非常勤:   32
     (薬      32)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1099531,110,1 杏林堂薬局　藤枝清里〒426-0223 054-648-1211株式会社杏林堂薬局　河村　康弘 平27.12. 1 薬局
     店 藤枝市清里１－１－１ 常　勤:    2代表取締役　青田　英 新規 現存
     (薬       2)行 平27.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1100531,111,9 さくら薬局藤枝水上店〒426-0074 054-631-5977クラフト株式会社　代海野　香世子 平28. 3. 1 薬局
     藤枝市水上１２３－６ 常　勤:    3表取締役　大塚　吉史 新規 現存
     (薬       3) 平28. 3. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1101531,112,7 フラワー薬局　高柳店〒426-0041 054-631-5939有限会社　オー・ティ矢元　和樹 平28. 6. 1 薬局
     藤枝市高柳４－１０－２５ 常　勤:    3ー・エス・ピー　代表 新規 現存
     (薬       3)取締役　三輪　哲資 平28. 6. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1102531,113,5 フラワー薬局　藤枝駅〒426-0067 054-631-7082有限会社　オー・ティ鈴木　直美 平28. 9. 1 薬局
     南店 藤枝市前島３－７－３ 常　勤:    2ー・エス・ピー　代表 新規 現存
     (薬       2)取締役　三輪　哲資 平28. 9. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1103531,114,3 アイセイ薬局　藤枝店〒426-0074 054-645-8288株式会社アイセイ薬局井上　慎也 平28.10. 1 薬局
     藤枝市水上字鳥越３３２－５ 常　勤:    2　代表取締役　藤井　 交代 現存
     (薬       2)江美 平28.10. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1104531,115,0 青木２丁目薬局 〒426-0037 054-646-3815株式会社リブラ　代表落合　智樹 平28.11. 1 薬局
     藤枝市青木２－３－２０ 常　勤:    1取締役　落合　智樹 交代 現存
     (薬       1) 平28.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1105531,116,8 赤木薬局　藤枝店 〒426-0029 054-625-8220株式会社赤木薬局　代菱川　和宏 平29. 3. 1 薬局
     藤枝市益津３５６－１８ 常　勤:    2表取締役　一言　日出 新規 現存
     (薬       2)樹 平29. 3. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1106531,117,6 きらら駅前３丁目薬局〒426-0034 054-644-3080クラフト株式会社　代山下　初音 平29. 7. 1 薬局
     藤枝市駅前３－４－１７　丸五ビ常　勤:    2表取締役　大塚　吉史 交代 現存
     ル１階 (薬       2) 平29. 7. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1107531,118,4 きらら薬局　大手 〒426-0017 054-646-4368クラフト株式会社　代新藤　邦朗 平29. 7. 1 薬局
     藤枝市大手２－７－２５ 常　勤:    5表取締役　大塚　吉史 交代 現存
     (薬       5) 平29. 7. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1108531,119,2 きらら薬局　高洲 〒426-0041 054-634-3450クラフト株式会社　代越智　紀子 平29. 7. 1 薬局
     藤枝市高柳１２９６－１ 常　勤:    2表取締役　大塚　吉史 交代 現存
     (薬       2) 平29. 7. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1109531,120,0 きらら薬局　アイリス〒426-0046 054-636-5755クラフト株式会社　代唐木田　祐子 平29. 7. 1 薬局
     高南 藤枝市高洲２２－１７ 常　勤:    1表取締役　大塚　吉史 交代 現存
     (薬       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1110531,121,8 フラワー薬局　瀬戸新〒426-0075 054-646-9039有限会社フラワーズ　飯沼　さやか 平29. 8. 1 薬局
     屋店 藤枝市瀬戸新屋２３３－３ 常　勤:    4代表取締役　三輪　哲 新規 現存
     (薬       4)資 平29. 8. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1111531,122,6 とまと薬局　八幡店 〒426-0009 054-646-1255株式会社アインファー杉山　大喜 平29. 8. 1 薬局
     藤枝市八幡２７８ー５ 常　勤:    1マシーズ　代表取締役 交代 現存
     (薬       1)　大石　美也 平29. 8. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1112531,123,4 とまと薬局　青南町店〒426-0063 054-634-2201株式会社アインファー望月　篤 平29. 8. 1 薬局
     藤枝市青南町１－１３－２４ 常　勤:    3マシーズ　代表取締役 交代 現存
     (薬       3)　大石　美也 平29. 8. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1113531,124,2 なの花薬局藤枝駅前店〒426-0034 054-645-6520株式会社なの花中部　佐々木　淳輝 平30. 4. 1 薬局
     藤枝市駅前１－８－３－１０３ 常　勤:    1代表取締役　國松　一 新規 現存
     (薬       1)徳 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1114540,024,3 うんの薬局 〒427-0111 0547(38)4469海野　千鶴子 海野　千鶴子 平14. 1.18 薬局
     島田市阪本４６９番５号 常　勤:    1 移動 現存
     (薬       1) 平26. 1.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1115540,029,2 やまざき薬局 〒427-0019 0547-33-5757山﨑　勝嘉 山﨑　勝嘉 平13. 1.15 薬局
     島田市道悦５ー１１ー４４ 常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平25. 1.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1116540,030,0 嘉十薬局 〒427-0022 0547-37-2033杉村　美昌 杉村　美昌 平13.12. 1 薬局
     島田市本通五丁目２番の３ 常　勤:    3 交代 現存
     (薬       3) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1117540,031,8 ローズ薬局 〒427-0007 0547-33-0500髙塚　千里 髙塚　千里 平14. 9. 1 薬局
     島田市野田１２２５－２２ 常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平26. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1118540,032,6 京屋薬局六合店 〒427-0019 0547(37)1687杉山　和也 杉山　和也 平15. 1. 1 薬局
     島田市道悦４－５－１１ 常　勤:    2 交代 現存
     (薬       2) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1119540,033,4 森善薬局 〒427-0022 0547-37-3275森下　修 森下　修 平16. 1.24 薬局
     島田市８３４９ 常　勤:    2 交代 現存
     (薬       2) 平28. 1.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1120541,002,8 有限会社　チシン薬局〒427-0022 0547-37-2690有限会社　チシン薬局清水　潤一 平13.12. 1 薬局
     島田市本通７９１３－２ 常　勤:    2　代表取締役　清水　 移動 現存
     (薬       2)潤一 平25.12. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1121541,005,1 髙橋調剤薬局 〒427-0045 0547-35-3487有限会社高橋調剤薬局田所　直樹 平13.10. 1 薬局
     島田市向島町４５３５番地 常　勤:    2　代表取締役　髙橋　 移動 現存
     (薬       2)千惠子 平25.10. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1122541,008,5 成岡薬局井口店 〒427-0104 0547(38)0150有限会社　成岡ファー成岡　厚英 平 3. 2.15 薬局
     島田市井口８８０番地 常　勤:    1マシー　代表取締役　 現存
     (薬       1)成岡　厚英 平30. 2.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1123541,011,9 有限会社　はなみずき〒427-0047 0547-37-8010有限会社　はなみずき中村　浩代 平17.10. 1 薬局
     薬局 島田市中溝町１４１８－９ 常　勤:    8薬局　北川　俊朗 移動 現存
     (薬       8) 平29.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1124541,012,7 オオイ薬局 〒427-0023 0547-37-1100有限会社オオイ薬局　松浦　薫 平20.12. 1 薬局
     島田市大川町１２番の３ 常　勤:    2代表取締役　神谷　あ 移動 現存
     (薬       2)けみ 平26.12. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1125541,014,3 サレト薬局 〒427-0105 0547-38-7771株式会社ニイム　代表竹内　佐織 平 9. 9.15 薬局
     島田市南原２２５ー２ 常　勤:    3取締役　鈴本　康弘 新規 現存
     (薬       3) 平24. 9.15
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1126541,015,0 カミロ薬局 〒427-0017 0547-34-5111株式会社ニイム　代表鈴本　あすか 平13. 3. 1 薬局
     島田市南１ー６ー１２ 常　勤:    3取締役　鈴本　康弘 移動 現存
     (薬       3) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1127541,016,8 有限会社セリザワ薬局〒427-0007 0547-35-5635有限会社　セリザワ薬芹沢　敏文 平12.11. 1 薬局
     島田市野田１１２４ー５ 常　勤:    1局　代表取締役　芹澤 移動 現存
     (薬       1)　敏文 平24.11. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1128541,017,6 チシン薬局フローラ店〒427-0057 0547-37-1506有限会社　チシン薬局清水　弥生 平10. 9.15 薬局
     島田市元島田２１０ー３ 常　勤:    3　代表取締役　清水　 新規 現存
     (薬       3)潤一 平28. 9.15
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1129541,022,6 あゆみ薬局　初倉店 〒427-0102 0547-30-0711有限会社　あゆみ薬局岩尾　英輔 平12. 9.15 薬局
     島田市大柳南１２０ 常　勤:    2　代表取締役　高柳　 新規 現存
     (薬       2)卓弘 平24. 9.15
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1130541,023,4 エムハート薬局六合店〒427-0019 0547-33-5565株式会社ミック　代表武田　響 平12.11. 1 薬局
     島田市道悦４ー１１ー１４ 常　勤:    3取締役　中川　春原 新規 現存
     (薬       3) 平24.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1131541,025,9 ゆう薬局 〒427-0056 0547-33-1513有限会社　山本薬局　後藤　貴裕 平13.11. 1 薬局
     島田市大津通８３１３－１ 常　勤:    3代表取締役　秋山　大 新規 現存
     (薬       3)輔 平25.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1132541,026,7 たんぽぽ薬局　島田店〒427-0007 0547-33-1821たんぽぽ薬局株式会社山下　直子 平14. 2. 1 薬局
     島田市野田１２７１－５ 常　勤:    4　代表取締役　松野　 新規 現存
     (薬       4)英子 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1133541,028,3 島田中央薬局 〒427-0028 0547-35-6978有限会社　はなみずき佐藤　仁美 平16.10. 1 薬局
     島田市栄町３番の１ 常　勤:    6薬局　北川　俊朗 移動 現存
     (薬       6) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1134541,029,1 元島田薬局 〒427-0057 0547-34-1900有限会社はなみずき薬海野　絵美 平26. 2.12 薬局
     島田市元島田９０３８－１７ 常　勤:    4局　代表取締役　北川 移動 現存
     (薬       4)　俊朗 平26. 2.12
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1135541,031,7 有限会社ファイン倶楽〒427-0036 0547-33-7330有限会社ファイン倶楽大庭　伸之 平14. 7. 1 薬局
     部　ファミリー薬局 島田市三ツ合町１１５９－３ 常　勤:    3部　代表取締役　宮崎 新規 現存
     (薬       3)　博光 平26. 7. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1136541,035,8 フラワー薬局　初倉店〒427-0105 0547-30-0112有限会社　フラワー調松永　敏広 平20.12. 1 薬局
     島田市南原８７－５ 常　勤:    1剤薬局　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)三輪　哲資 平26.12. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1137550,036,4 進士薬局 〒428-0013 0547(45)2256進士　寿子 進士　寿子 昭62. 6. 1 薬局
     島田市金谷東二丁目１８５７－１常　勤:    1 現存
     ３ (薬       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1138550,042,2 森薬局 〒421-0304 0548-34-1010森　直樹 森　直樹 平11. 1.15 薬局
     榛原郡吉田町神戸７１６ー４ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平29. 1.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1139550,045,5 神戸 薬局 〒421-0304 0548-32-8873新村　幸江 新村　幸江 平14. 4. 1 薬局
     榛原郡吉田町神戸２１２８－１　常　勤:    1 新規 現存
     アルテール　神戸 　１０３ (薬       1) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1140550,048,9 すまいる薬局 〒428-0411 0547-59-4010森　由光 森　由光 平15. 8.15 薬局
     榛原郡川根本町千頭１１７１－５常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平27. 8.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1141550,050,5 成効堂薬局 〒428-0411 0547-58-2500中村　孝則 中村　孝則 平19. 4. 1 薬局
     榛原郡川根本町千頭９８９ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1142551,005,8 株式会社　大阪屋薬局〒421-0422 0548(22)0075株式会社　大阪屋薬局鈴木　愛一郎 昭53.12. 1 薬局
     牧之原市静波３０１の２ 常　勤:    2　代表取締役　鈴木　 現存
     (薬       2)愛一郎 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1143551,013,2 株式会社大平薬局 〒421-0523 0548(52)0007株式会社　大平薬局　大屋　克久 平25. 5. 4 薬局
     牧之原市波津３－２８ 常　勤:    6代表取締役　小山　平 移動 現存
     (薬       6)太郎 平25. 5. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1144551,020,7 榛原薬局 〒421-0422 0548-22-5700株式会社　はいやく　石川　武志 昭61. 6.23 薬局
     牧之原市静波９８４－１ 常　勤:    2代表取締役　原　匡 現存
     (薬       2) 平28. 6.23
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1145551,021,5 静波薬局 〒421-0422 0548-22-7070株式会社　はいやく　向嶌　真吾 平28. 5. 1 薬局
     牧之原市静波２４９－１ 常　勤:    4代表取締役　原　匡 移動 現存
     (薬       4) 平28. 5. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1146551,022,3 細江薬局 〒421-0421 0548-22-6111株式会社　はいやく　池田　彰浩 昭62. 3. 1 薬局
     牧之原市細江１０４１－１ 常　勤:    2代表取締役　原　匡 現存
     (薬       2) 平29. 3. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1147551,033,0 アイ薬局 〒421-0421 0548-22-6300株式会社　はいやく　福代　淳 平 6. 9. 1 薬局
     牧之原市細江１４９３ー１ 常　勤:    1代表取締役　原　匡 移動 現存
     (薬       1) 平24. 9. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1148551,037,1 有限会社　田代薬局 〒428-0026 0547(46)0970有限会社　田代薬局　田代　律子 平元. 7. 1 薬局
     島田市金谷本町２０１２番地の１常　勤:    2代表取締役　田代　律 現存
     (薬       2)子 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1149551,048,8 下片岡薬局 〒421-0303 0548-33-1122株式会社　はいやく　村松　諭 平 4. 7.15 薬局
     榛原郡吉田町片岡１９５４－１５常　勤:    3代表取締役　原　匡 現存
     (薬       3) 平28. 7.15
     非常勤:   12
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1150551,049,6 上住吉薬局 〒421-0301 0548-33-1133株式会社はいやく　代中山　由美子 平22.11. 1 薬局
     榛原郡吉田町住吉３７９－２ 常　勤:    5表取締役　原　匡 移動 現存
     (薬       5) 平28.11. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
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 1151551,050,4 なかはら薬局 〒437-1622 0548(63)5005有限会社なかはら　代増田　由喜乃 平 5. 4. 1 薬局
     御前崎市白羽３７０６番地の１ 常　勤:    2表取締役　増田　由喜 現存
     (薬       2)乃 平29. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1152551,051,2 吉田南薬局 〒421-0301 0548-32-7575株式会社　はいやく　杉田　絵里香 平 6. 4. 1 薬局
     榛原郡吉田町住吉２４２６ 常　勤:    4代表取締役　原　匡 現存
     (薬       4) 平30. 4. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1153551,052,0 波津薬局 〒421-0523 0548-52-5151株式会社　はいやく　生駒　徹 平17.11. 1 薬局
     牧之原市波津１－５９－１ 常　勤:    2代表取締役　原　匡 移動 現存
     (薬       2) 平29.11. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1154551,053,8 相良北薬局 〒421-0526 0548-52-5577株式会社　はいやく　小林　徹也 平 6. 4. 1 薬局
     牧之原市大沢３３０ 常　勤:    4代表取締役　原　匡 現存
     (薬       4) 平30. 4. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1155551,056,1 五和薬局 〒428-0006 0547-46-1110株式会社　はいやく　河原崎　邦弘 平 6. 6. 1 薬局
     島田市牛尾４７５－６ 常　勤:    4代表取締役　原　匡 現存
     (薬       4) 平30. 6. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1156551,060,3 松尾薬局 〒437-1621 0548-63-6017有限会社　松尾薬局　松尾　静男 平 7.10. 4 薬局
     御前崎市御前崎５７ー４８ 常　勤:    3代表取締役　松尾　静 移動 現存
     (薬       3)男 平28.10. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1157551,063,7 エムハート薬局あかね〒421-0526 0548-52-7001株式会社ミック　代表森川　雅史 平 8.10. 1 薬局
     店 牧之原市大沢６２６ー１ 常　勤:    1取締役　中川　春原 新規 現存
     (薬       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1158551,064,5 ルルド薬局 〒421-0304 0548-33-0800株式会社ニイム　代表堤坂　洋子 平 8.12. 1 薬局
     榛原郡吉田町神戸２２ー９ 常　勤:    2取締役　鈴本　康弘 新規 現存
     (薬       2) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1159551,067,8 エムハート薬局みのり〒421-0422 0548-24-0068株式会社ミック　代表菅原　巧 平 9. 3. 1 薬局
     店 牧之原市静波４６６ー１ 常　勤:    2取締役　中川　春原 新規 現存
     (薬       2) 平30. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1160551,069,4 川根薬局 〒428-0104 0547-53-4300株式会社はいやく　代杉森　勲 平10. 3.15 薬局
     島田市川根町家山６７６ー１５ 常　勤:    2表取締役　原　匡 新規 現存
     (薬       2) 平28. 3.15
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1161551,070,2 港薬局 〒421-0522 0548-52-5061株式会社はいやく　代松浦　正太 平24.10. 1 薬局
     牧之原市相良１７３ー５ 常　勤:    3表取締役　原　匡 移動 現存
     (薬       3) 平24.10. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1162551,071,0 わかば薬局 〒428-0103 0547-58-0051株式会社　はいやく　村田　朋康 平10.12. 1 薬局
     島田市川根町身成３２９８ー８ 常　勤:    3代表取締役　原　匡 交代 現存
     (薬       3) 平28.12. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1163551,072,8 サンエイ薬局　吉田店〒421-0303 0548-33-0825株式会社　三栄薬品　近藤　倫弘 平11.12.15 薬局
     榛原郡吉田町片岡１７５３ー１ 常　勤:    1代表取締役　堀田　雅 新規 現存
     (薬       1)美 平29.12.15
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1164551,073,6 まつおか薬局 〒428-0301 0547-57-2345有限会社　まつおか薬松岡　政臣 平11.12. 1 薬局
     榛原郡川根本町徳山８２９ 常　勤:    3局　代表取締役　松岡 組織変更 現存
     (薬       3)　政臣 平29.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1165551,078,5 有限会社　爽快堂調剤〒428-0013 0547-46-4433有限会社　爽快堂調剤福田　貴士 平13. 6. 1 薬局
     薬局　静岡支店 島田市金谷東一丁目９１９番地 常　勤:    1薬局　代表取締役　福 新規 現存
     (薬       1)田　良一 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1166551,079,3 細江たんぽぽ薬局 〒421-0421 0548-22-7630有限会社たんぽぽ薬局角田　康典 平13.10. 1 薬局
     牧之原市細江４４５６－１ 常　勤:    2　代表取締役　角田　 新規 現存
     (薬       2)康典 平25.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1167551,080,1 神戸西薬局 〒421-0304 0548-32-8300株式会社はいやく　代増井　良伸 平26.12. 1 薬局
     榛原郡吉田町神戸２０００－６ 常　勤:    2表取締役　原　匡 移動 現存
     (薬       2) 平26.12. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1168551,081,9 片岡薬局 〒421-0303 0548-32-8200株式会社はいやく　代植村　照美 平29. 1. 1 薬局
     榛原郡吉田町片岡３３５－２ 常　勤:    3表取締役　原　匡 移動 現存
     (薬       3) 平29. 1. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1169551,082,7 吉田薬局 〒421-0301 0548-32-7800株式会社はいやく　代大石　晃弘 平16. 6. 1 薬局
     榛原郡吉田町住吉３０４－１ 常　勤:    2表取締役　原　匡 移動 現存
     (薬       2) 平28. 6. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1170551,084,3 白羽薬局 〒437-1622 0548-63-6138株式会社はいやく　代池田　那緒美 平15. 4. 1 薬局
     御前崎市白羽５９２２ー１ 常　勤:    2表取締役　原　匡 交代 現存
     (薬       2) 平27. 4. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1171551,085,0 株式会社はいやく　の〒421-0523 0548-52-5012株式会社　はいやく　加藤　達広 平15. 4. 1 薬局
     ぞみ薬局 牧之原市波津２－１１２ 常　勤:    2代表取締役　原　匡 交代 現存
     (薬       2) 平27. 4. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1172551,086,8 香川薬局 〒421-0532 0548-55-1677有限会社　香川薬局　香川　耕三 平15. 8. 1 薬局
     牧之原市地頭方１－１６９ー２ 常　勤:    2代表取締役　香川　耕 組織変更 現存
     (薬       2)三 平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1173551,088,4 まつおか薬局上長尾店〒428-0313 0547-56-1123有限会社　まつおか薬片岡　崇 平17. 3. 1 薬局
     榛原郡川根本町上長尾９１３－１常　勤:    4局　代表取締役　松岡 新規 現存
     (薬       4)　政臣 平29. 3. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1174551,090,0 なごみ薬局 〒421-0421 0548-22-8189株式会社はいやく　代中島　卓也 平17. 9.15 薬局
     牧之原市細江４０２０－２ 常　勤:    5表取締役　原　匡 移動 現存
     (薬       5) 平29. 9.15
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1175551,097,5 ウエルシア薬局吉田住〒421-0301 0548-34-1320ウエルシア薬局株式会増田　佳奈 平26. 9. 1 薬局
     吉店 榛原郡吉田町住吉６８１－２ 常　勤:    1社　代表取締役　水野 交代 現存
     (薬       1)　秀晴 平26. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1176551,098,3 薬局アドバンス 〒421-0302 0548-28-7774合同会社アドバンス　山城　博和 平27. 2. 1 薬局
     榛原郡吉田町川尻１４０９－４ 常　勤:    1代表社員　山城　博和 新規 現存
     (薬       1) 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1177551,099,1 なの花薬局榛原神戸店〒421-0304 0548-33-2522株式会社　なの花東日浅井　みどり 平27. 4. 1 薬局
     榛原郡吉田町神戸２０６７－１ 常　勤:    2本　代表取締役　遠山 交代 現存
     (薬       2)　功 平27. 4. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1178551,100,7 杏林堂薬局吉田店 〒421-0304 0548-33-3511株式会社　杏林堂薬局水嶋　奈津子 平30. 4. 1 薬局
     榛原郡吉田町神戸６５６ 常　勤:    2　代表取締役　青田　 新規 現存
     (薬       2)英行 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1179560,002,4 さくら薬局 〒437-1604 0537-86-8567岡村　正巧 岡村　正巧 平26.11. 1 薬局
     御前崎市佐倉１２８４－１ 常　勤:    1 交代 現存
     (薬       1) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1180561,001,5 オガワ薬局 〒437-1612 0537(86)5372株式会社　東遠　代表杉浦　敦子 平16. 4. 1 薬局
     御前崎市池新田４１２７ 常　勤:    3取締役　杉浦　敦子 交代 現存
     (薬       3) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
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 1181561,003,1 杏林堂薬局　浜岡店 〒437-1612 0537-85-8010株式会社　杏林堂薬局松下　真吾 平20. 4. 1 薬局
     御前崎市池新田４３５９－１ 常　勤:    6　代表取締役　青田　 新規 現存
     (薬       6)英行 平26. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1182561,004,9 あおば薬局 〒437-1603 0537-85-6800株式会社　クレファー澤入　章浩 平20. 7. 1 薬局
     御前崎市宮内２６６－２５ 常　勤:    2ル　代表取締役　澤入 組織変更 現存
     (薬       2)　章浩 平26. 7. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1183561,005,6 なかはら薬局　池新田〒437-1612 0537-28-8800有限会社なかはら　代秋元　貴史 平27. 8. 1 薬局
     店 御前崎市池新田２４４８－１ 常　勤:    2表取締役　増田　由喜 新規 現存
     (薬       2)乃 平27. 8. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1184561,006,4 ふたば薬局 〒437-1612 0537-85-1600株式会社　クレファー鈴木　孝尚 平28. 4. 1 薬局
     御前崎市池新田２９６１－１ 常　勤:    2ル　代表取締役　澤入 新規 現存
     (薬       2)　章浩 平28. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1185561,007,2 このみ薬局御前崎店 〒437-1612 0537-85-7200有限会社ジョーブメデ平出　明功 平28. 9. 1 薬局
     御前崎市池新田８３３－１５　栄常　勤:    1ィカル　代表取締役　 新規 現存
     ビルＢ (薬       1)加藤　謙 平28. 9. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1186561,008,0 おまえざき薬局 〒437-1622 0548-23-7775株式会社はいやく　代大石　和明 平30. 4. 1 薬局
     御前崎市白羽３５２１－１０ 常　勤:    1表取締役　原　匡 新規 現存
     (薬       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1187570,002,2 しろうま薬局 〒427-0005 0547-54-4646川村　喜治 川村　喜治 平22. 1. 1 薬局
     島田市岸町２２４－６ 常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1188571,001,3 ヘルマシア薬局 〒427-0058 0547-34-1193有限会社ヘルマシア薬向山　嘉明 平17. 8.15 薬局
     島田市祇園町８７２５－３０ 常　勤:    2局　代表取締役　向山 新規 現存
     (薬       2)　嘉明 平29. 8.15
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 1189571,002,1 みつあい薬局 〒427-0036 0547-37-8600株式会社　エシカル　山木　克之 平17.12. 1 薬局
     島田市三ツ合町２６９７－１３ 常　勤:    2代表取締役　木曽原　 新規 現存
     (薬       2)敬 平29.12. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1190571,004,7 あおば薬局 〒427-0042 0547-37-5162有限会社　しみず調剤小池　章裕 平19.11. 1 薬局
     島田市中央町１８－６ 常　勤:    1　代表取締役　清水　 交代 現存
     (薬       1)一代 平25.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1191571,006,2 みなみ薬局 〒427-0017 0547-34-4900株式会社　南　代表取寺井　純 平20. 2. 1 薬局
     島田市南２－４－４ 常　勤:    2締役　吉井　雅人 新規 現存
     (薬       2) 平26. 2. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1192571,007,0 みなと薬局島田本通店〒427-0022 0547-33-5677有限会社みなと薬局　德本　英史 平27. 8.18 薬局
     島田市本通７－７７９１ 常　勤:    2代表取締役　穴沢　章 移動 現存
     (薬       2)匡 平27. 8.18
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1193571,008,8 島田くるみ薬局 〒427-0005 0547-34-5137有限会社　あすなろ　近　英明 平20. 9. 1 薬局
     島田市岸町６６３ 常　勤:    1代表取締役　久保田　 交代 現存
     (薬       1)靖 平26. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1194571,011,2 しみず薬局 〒427-0044 0547-37-4769株式会社　清水　代表諸田　正子 平21.10. 1 薬局
     島田市宮川町２４７３－４ 常　勤:    3取締役　清水　好子 新規 現存
     (薬       3) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1195571,012,0 こころ薬局 〒428-0026 0547-46-1980有限会社　山本薬局　鈴木　迅 平22. 3. 1 薬局
     島田市金谷本町１９７０－１ 常　勤:    1代表取締役　秋山　大 新規 現存
     (薬       1)輔 平28. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1196571,013,8 スギ薬局　中河町店 〒427-0041 0547-33-3301株式会社スギ薬局　代 刀　真吾 平23. 4. 1 薬局
     島田市中河町２５２－３ 常　勤:    1表取締役　 原　栄一 新規 現存
     (薬       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1197571,022,9 六合ひがし薬局 〒427-0011 0547-33-2020株式会社　はいやく　村松　義文 平25. 8. 1 薬局
     島田市東町２２７－６ 常　勤:    2代表取締役　原　匡 新規 現存
     (薬       2) 平25. 8. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1198571,023,7 大津薬局 〒427-0056 0547-36-7899株式会社メディケアフ 　博之 平25.10. 1 薬局
     島田市大津通１９６５－６ 常　勤:    1ァーマシー　代表取締 交代 現存
     (薬       1)役　 　博之 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1199571,024,5 ふくろう薬局 〒427-0048 0547-34-0025株式会社　ヴィヴィッ 浦　禎士 平26. 3. 1 薬局
     島田市旗指４９９－５　Ａ－１－常　勤:    1シュ　代表取締役　 新規 現存
     ３号室 (薬       1)浦　せつ子 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1200571,025,2 しまだ駅南薬局 〒427-0024 0547-32-9301株式会社エシカル　代木曽原　敬 平26. 3. 1 薬局
     島田市横井３－３－９ 常　勤:    1表取締役　木曽原　敬 交代 現存
     (薬       1) 平26. 3. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1201571,028,6 ウエルシア薬局島田若〒427-0046 0547-33-7088ウエルシア薬局株式会横井　貴文 平26. 9. 1 薬局
     松店 島田市若松町２７２７―１ 常　勤:    1社　代表取締役　水野 交代 現存
     (薬       1)　秀晴 平26. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1202571,029,4 ウエルシア薬局島田し〒427-0011 0547-35-7889ウエルシア薬局株式会小川　雅史 平26. 9. 1 薬局
     ずてつ東町店 島田市東町２６８５ 常　勤:    1社　代表取締役　水野 交代 現存
     (薬       1)　秀晴 平26. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1203571,030,2 ウエルシア薬局島田道〒427-0019 0547-37-1828ウエルシア薬局株式会松永　卓真 平26. 9. 1 薬局
     悦店 島田市道悦１－１３－２５ 常　勤:    1社　代表取締役　水野 交代 現存
     (薬       1)　秀晴 平26. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)



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

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表［静岡県］

［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   157 頁

 1204571,031,0 ウエルシア薬局島田御〒427-0053 0547-33-7011ウエルシア薬局株式会松浦　 也 平26. 9. 1 薬局
     仮屋店 島田市御仮屋町９５３０ 常　勤:    2社　代表取締役　水野 交代 現存
     (薬       2)　秀晴 平26. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1205571,032,8 ウエルシア薬局島田井〒427-0104 0547-30-5151ウエルシア薬局株式会倉田　龍一 平26. 9. 1 薬局
     口店 島田市井口１１２１ 常　勤:    1社　代表取締役　水野 交代 現存
     (薬       1)　秀晴 平26. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1206571,035,1 スギ薬局　島田三ツ合〒427-0036 0547-32-9370株式会社スギ薬局　代薮下　真樹 平27. 3. 1 薬局
     店 島田市三ツ合町１１５２－１ 常　勤:    1表取締役　 原　栄一 新規 現存
     (薬       1) 平27. 3. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1207571,036,9 合同会社みどりや薬局〒427-0043 0547-34-5577合同会社みどりや薬局清水　雅之 平27. 3. 1 薬局
     島田市中溝４－８－１０ 常　勤:    3　代表社員　清水　雅 交代 現存
     (薬       3)之 平27. 3. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1208571,037,7 なの花薬局金谷根岸町〒428-0018 0547-46-1750株式会社　なの花東日佐藤　亘 平27. 4. 1 薬局
     店 島田市金谷根岸町１４０－２３ 常　勤:    2本　代表取締役　遠山 交代 現存
     (薬       2)　功 平27. 4. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1209571,039,3 アイン薬局　島田店 〒427-0007 0547-33-3170株式会社アインファー北 　豪 平27.11. 1 薬局
     島田市野田１２２５－１４ 常　勤:    1マシーズ　代表取締役 交代 現存
     (薬       1)　大石　美也 平27.11. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1210571,040,1 フラワー薬局　リバテ〒427-0037 0547-34-1175有限会社フラワー調剤田村　かほる 平28. 1. 1 薬局
     ィ河原店 島田市河原１－４－３８ 常　勤:    2薬局　取締役　三輪　 新規 現存
     (薬       2)哲資 平28. 1. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1211571,041,9 ファーマライズ薬局　〒427-0007 0547-33-0455東海ファーマライズ株三堂　瑞恵 平28. 6. 1 薬局
     島田店 島田市野田１２０２－６ 常　勤:    1式会社　代表取締役　 交代 現存
     (薬       1)鹿犱　徹 平28. 6. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1212571,042,7 きらら薬局　稲荷 〒427-0038 0547-54-5775クラフト株式会社　代増井　裕子 平29. 7. 1 薬局
     島田市稲荷３－１６－２２ 常　勤:    2表取締役　大塚　吉史 交代 現存
     (薬       2) 平29. 7. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1213571,043,5 りぼん薬局東町店 〒427-0011 0547-54-4445株式会社みかつき　代浅野　進 平29. 9. 1 薬局
     島田市東町１１２１－２ 常　勤:    3表取締役　浅野　進 交代 現存
     (薬       3) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1214571,044,3 ナカジマ薬局静岡島田〒427-0029 0547-33-3080株式会社ミック　代表菅沼　一茂 平30. 5. 1 薬局
     店 島田市日之出町４－８　島田テク常　勤:    1取締役　中川　春原 交代 現存
     ノビル１階 (薬       1) 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1215581,003,7 おおさわ薬局 〒421-0526 0548-23-5600株式会社はいやく　代三浦　孝昭 平23.12. 1 薬局
     牧之原市大沢６３３－１ 常　勤:    2表取締役　原　匡 新規 現存
     (薬       2) 平29.12. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1216581,007,8 ウエルシア薬局牧之原〒421-0421 0548-24-2810ウエルシア薬局株式会西田　淳 平26. 9. 1 薬局
     榛原店 牧之原市細江４５６１－１ 常　勤:    1社　代表取締役　水野 交代 現存
     (薬       1)　秀晴 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1217581,008,6 ウエルシア薬局牧之原〒421-0526 0548-53-1511ウエルシア薬局株式会庭野　のぞみ 平26. 9. 1 薬局
     相良店 牧之原市大沢６７２－１ 常　勤:    1社　代表取締役　水野 交代 現存
     (薬       1)　秀晴 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1218581,009,4 アイン薬局　榛原店 〒421-0421 0548-24-0281株式会社アインファー松田　吉永 平27.11. 1 薬局
     牧之原市細江２９３７－１ 常　勤:    1マシーズ　代表取締役 交代 現存
     (薬       1)　大石　美也 平27.11. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1219610,024,8 渡辺薬局 〒437-1514 0547-73-2103渡辺　正志 渡辺　正志 昭54. 7. 1 薬局
     菊川市下平川１６２３－５ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1220610,041,2 みつばち薬局 〒439-0009 0537-37-1161秋谷　隆行 秋谷　隆行 平10. 3.15 薬局
     菊川市吉沢３３１ー１ 常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平28. 3.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1221610,044,6 新倉薬局 〒439-0006 0537(35)3777新倉　光代 新倉　光代 平14. 4.15 薬局
     菊川市堀之内４４３－４ 常　勤:    1 交代 現存
     (薬       1) 平26. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1222611,002,3 小笠薬局 〒437-1507 0537-73-5695有限会社小笠調剤セン丹下　隆浩 平27. 5. 7 薬局
     菊川市赤土１０６１－１ 常　勤:    5ター　代表取締役　杉 移動 現存
     (薬       5)浦　信昌 平27. 5. 7
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1223611,005,6 あすか薬局　大坂店 〒437-1421 0537-72-5066株式会社エイブル　代鈴木　順也 平 9. 3.31 薬局
     掛川市大坂６１０ー１２ 常　勤:    6表取締役　藤田　正俊 移動 現存
     (薬       6) 平30. 3.31
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1224611,006,4 ラビィダ菊川薬局 〒439-0011 0537-35-1850有限会社　ラビィダ　大石　雅宣 平 4. 7.15 薬局
     菊川市仲島１丁目１２－１４ 常　勤:    7代表取締役　小西　圭 現存
     (薬       7)子 平28. 7.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1225611,007,2 なかはら薬局　浜岡店〒437-1615 0537(85)2011有限会社なかはら　代松井　真奈美 平 7. 8.24 薬局
     御前崎市門屋２０７３ 常　勤:    1表取締役　増田　由喜 移動 現存
     (薬       1)乃 平28. 8.24
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1226611,009,8 まごころ薬局　浜岡店〒437-1612 0537-86-8351株式会社ロングライフ前堀　知恵 平28. 4. 1 薬局
     御前崎市池新田３２８７－５ 常　勤:    3　代表取締役　米田　 移動 現存
     (薬       3)博文 平28. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1227611,014,8 小西薬局　堀之内店 〒439-0006 0537-35-8501有限会社コニシ　代表渡邉　弘男 平16.12. 1 薬局
     菊川市堀之内１２８０番地 常　勤:    4取締役　小西　尚樹 移動 現存
     (薬       4) 平28.12. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1228611,018,9 有限会社みのり薬局　〒439-0022 0537-37-0122有限会社みのり薬局　谷　整 平 9. 8. 1 薬局
     みのり薬局 菊川市東横地１６０７ー１ 常　勤:    3代表取締役　谷　整 組織変更 現存
     (薬       3) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1229611,020,5 ききょう薬局　菊川店〒439-0019 0537-37-0113有限会社ききょう薬局猿渡　尚美 平10. 3. 1 薬局
     菊川市半済５３７ー１ 常　勤:    2　代表取締役　増田　 新規 現存
     (薬       2)祥典 平28. 3. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1230611,021,3 小西薬局　かも店 〒439-0031 0537-35-1172有限会社コニシ　代表伊藤　広子 平10. 4. 1 薬局
     菊川市加茂５５０５ 常　勤:    3取締役　小西　尚樹 新規 現存
     (薬       3) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1231611,024,7 ならの薬局 〒439-0024 0537-35-8300有限会社　サン・サプ栗田　百江 平10.11.15 薬局
     菊川市奈良野３９ー９ 常　勤:    3ライズ　取締役　宮本 新規 現存
     (薬       3)榮彦 平28.11.15
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1232611,027,0 ききょう薬局　浜岡店〒437-1612 0537-85-7222有限会社ききょう薬局冨岳　恵美子 平11. 3.15 薬局
     御前崎市池新田２０１６ー２ 常　勤:    3　代表取締役　増田　 新規 現存
     (薬       3)祥典 平29. 3.15
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1233611,028,8 大正薬局　新横須賀店〒437-1301 0537-48-5813有限会社　大正薬局　大石　哲 平11. 5.26 薬局
     掛川市横須賀１４３１ 常　勤:    1取締役　大石　哲 組織変更 現存
     (薬       1) 平29. 5.26
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1234611,030,4 あすか薬局　土方店 〒437-1435 0537-74-5031有限会社　エムアンド宮城島　正也 平11. 7. 1 薬局
     掛川市上土方嶺向６６０－６ 常　勤:    1エム　代表取締役　宮 交代 現存
     (薬       1)城島　正也 平29. 7. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1235611,032,0 ひまわり薬局 〒437-1405 0537-63-2088有限会社　ティーアン伊藤　仁 平12. 7. 1 薬局
     掛川市中６３０ー７ 常　勤:    3ドジェイ　代表取締役 交代 現存
     (薬       3)　伊藤　仁 平24. 7. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1236611,033,8 杏林堂薬局　菊川病院〒439-0019 0537-36-6981株式会社　杏林堂薬局瀬口　欣二 平12. 9. 1 薬局
     前店 菊川市半済字深ケ谷５４０ー１ 常　勤:    3　代表取締役　青田　 交代 現存
     (薬       3)英行 平24. 9. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1237611,035,3 有限会社小嶋薬局 〒437-1301 0537(48)2128有限会社小嶋薬局　代小嶋　謙 平13. 6. 1 薬局
     掛川市横須賀１４１３ー５ 常　勤:    2表取締役　小嶋　謙 組織変更 現存
     (薬       2) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1238611,037,9 菊川みなみ薬局 〒439-0031 0537-37-1670有限会社　菊川みなみ奥野　泰佑 平14. 2.15 薬局
     菊川市加茂５４３２番地 常　勤:    2薬局　代表取締役　鈴 新規 現存
     (薬       2)木　知廣 平26. 2.15
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1239611,038,7 平和堂薬局 〒439-0018 0537-35-6762有限会社　扇　代表取大木　明代 平14.12. 1 薬局
     菊川市本所１１０３ 常　勤:    2締役　大木　利勝 交代 現存
     (薬       2) 平26.12. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1240611,039,5 南山堂薬局　小笠店 〒437-1514 0537-73-2036株式会社南山堂　代表井ノ上　俊介 平16. 4. 1 薬局
     菊川市下平川１５０７ー１ 常　勤:    2取締役　新庄　正志 交代 現存
     (薬       2) 平28. 4. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1241611,040,3 そうごう薬局　菊川店〒439-0031 0537-36-6371総合メディカル株式会山田　千妃呂 平16. 5.15 薬局
     菊川市加茂４９６９ 常　勤:    2社　代表取締役　坂本 新規 現存
     (薬       2)　賢治 平28. 5.15
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1242620,021,2 リリー薬局 〒436-0028 0537-21-2205平尾　豊子 平尾　豊子 平17. 1. 1 薬局
     掛川市亀の甲１－１９－１５ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1243621,001,3 株式会社　桜井薬局 〒436-0079 0537(22)3041株式会社桜井薬局　代桜井　義長 昭45. 5. 1 薬局
     掛川市掛川６３１ 常　勤:    2表取締役　桜井　義長 現存
     (薬       2) 平30. 5. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1244621,004,7 掛川中央薬局 〒436-0056 0537(24)0811有限会社　掛川中央調鈴木　知廣 平 6.10. 3 薬局
     掛川市中央１丁目９番地の１０ 常　勤:    9剤薬局　代表取締役　 移動 現存
     (薬       9)鈴木　知廣 平24.10. 3
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1245621,006,2 健康第一薬局 〒436-0025 0537(24)6225株式会社　健康第一調角皆　卓 昭57. 5. 1 薬局
     掛川市下俣５４－１ 常　勤:    1剤薬局　代表取締役　 現存
     (薬       1)増田　祥典 平30. 5. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1246621,011,2 中宿薬局 〒436-0051 0537(23)1731有限会社　中宿調剤薬武藏島　彩香 昭63. 6.15 薬局
     掛川市中宿４１ 常　勤:    4局　代表取締役　青野 現存
     (薬       4)　祐一 平30. 6.15
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1247621,012,0 わたしの薬局 〒436-0025 0537(22)8400株式会社　健康第一調山内　麻弓 平 7. 3.17 薬局
     掛川市下俣１０９０ー５ 常　勤:    2剤薬局　代表取締役　 移動 現存
     (薬       2)増田　祥典 平28. 3.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1248621,013,8 有限会社フラワー薬局〒436-0025 0537-22-0768有限会社　フラワー調山脇　アミ 平 2. 4. 1 薬局
     　下俣店 掛川市下俣字清水１０１５番地の常　勤:    2剤薬局　代表取締役　 現存
     ２２ (薬       2)三輪　哲資 平29. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
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 1249621,014,6 フラワー薬局　成滝店〒436-0085 0537-23-4930有限会社　フラワー調久嶋　葉子 平 2.11. 1 薬局
     掛川市成滝５１３ 常　勤:    2剤薬局　代表取締役　 現存
     (薬       2)三輪　哲資 平29.11. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1250621,015,3 みんなの薬局 〒436-0222 0537(23)6300株式会社　健康第一調中村　孝之 平 8.12.24 薬局
     掛川市下垂木２１４１－１ 常　勤:    2剤薬局　代表取締役　 移動 現存
     (薬       2)増田　祥典 平29.12.24
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1251621,016,1 フラワー薬局　駅南店〒436-0028 0537-23-8144有限会社　フラワー調藤森　美樹 平 4. 2. 1 薬局
     掛川市亀ノ甲２－１０－６ 常　勤:    1剤薬局　代表取締役　 現存
     (薬       1)三輪　哲資 平28. 2. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1252621,019,5 めぐみ漢方薬局 〒436-0029 0537-62-0260有限会社二俣商店めぐ二俣　恵子 平 7. 3.15 薬局
     掛川市南２ー２５ー３ 常　勤:    1み漢方薬局　代表取締 新規 現存
     (薬       1)役　二俣　恵子 平28. 3.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1253621,020,3 有限会社　ハカマダ薬〒436-0076 0537-22-2316有限会社　ハカマダ薬袴田　高弘 平 7. 3.15 薬局
     局 掛川市塩町３－２ 常　勤:    2局　袴田　高弘 交代 現存
     (薬       2) 平28. 3.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1254621,022,9 まごころ薬局　桜木店〒436-0224 0537-22-8911株式会社ロングライフ 田　萌生 平 8. 4.15 薬局
     掛川市富部６５０ー３８ 常　勤:    2　代表取締役　米田　 新規 現存
     (薬       2)博文 平29. 4.15
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1255621,023,7 有限会社　横山薬局 〒436-0077 0537(22)2932有限会社　横山薬局　横山　敦 平 9. 1.13 薬局
     掛川市駅前４－３ 常　勤:    3代表取締役　横山　敦 組織変更 現存
     (薬       3) 平30. 1.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1256621,025,2 くじら薬局 〒436-0019 0537-62-0571有限会社　フロンティ竹村　武久 平 9. 9.15 薬局
     掛川市青葉台２１－１５ 常　勤:    2ア企画　代表取締役　 新規 現存
     (薬       2)藤井　拓夫 平24. 9.15
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1257621,030,2 有限会社つばさ薬局　〒436-0068 0537-61-0521有限会社　つばさ薬局鈴木　孝利 平12. 3.15 薬局
     つばさ薬局 掛川市御所原２５ー３ 常　勤:    2　代表取締役　青野　 新規 現存
     (薬       2)祐一 平30. 3.15
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1258621,031,0 前田薬局 〒436-0015 0537-24-7673有限会社　マルコ　代石山　陽子 平12. 4. 1 薬局
     掛川市和田９８ー１ 常　勤:    1表取締役　小笠原　俊 交代 現存
     (薬       1)拓 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1259621,032,8 まごころ薬局　家代店〒436-0227 0537-61-6011株式会社ロングライフ遠藤　肇 平13. 3.15 薬局
     掛川市家代の里２－１－４ 常　勤:    1　代表取締役　米田　 新規 現存
     (薬       1)博文 平25. 3.15
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1260621,033,6 なのか薬局 〒436-0058 0537-61-0720有限会社アマング　取小笠原　哲 平14. 1.15 薬局
     掛川市七日町５９ 常　勤:    4締役　石川　金伸 新規 現存
     (薬       4) 平26. 1.15
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1261621,034,4 ファインドラッグ 〒436-0342 0537-21-4193ファインドラッグ有限石山　和子 平16.10. 1 薬局
     掛川市上西郷２３７－１ 常　勤:    1会社　代表取締役　石 新規 現存
     (薬       1)山　昇司 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1262630,010,3 薬局カワムラファーマ〒437-0215 0538-85-2347河村　功 河村　功 昭47. 7. 1 薬局
     シー 周智郡森町森２８０ 常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1263630,012,9 山崎薬局 〒437-0605 0539-89-0347山崎　延之 山崎　延之 昭49. 2. 1 薬局
     浜松市天竜区春野町気田８２５番常　勤:    1 現存
     地 (薬       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1264630,015,2 ミキ薬局 〒437-0214 0538-85-9055俵　和博 俵　和博 平11. 1.15 薬局
     周智郡森町草ケ谷４１０ー１ 常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平29. 1.15
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1265631,002,9 森町センター薬局 〒437-0214 0538-85-9100森町処方箋応需会　有太田　博志 平11. 4. 1 薬局
     周智郡森町草ケ谷３９０ー１ 常　勤:    5限会社　代表取締役　 新規 現存
     (薬       5)太田　博志 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1266631,003,7 もりもり薬局 〒437-0215 0538-85-4255株式会社エムズレイズ川﨑　達也 平19.11. 1 薬局
     周智郡森町森１５６０－１ 常　勤:    1　代表取締役　川﨑　 組織変更 現存
     (薬       1)達也 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1267640,020,0 本間薬局 〒437-0125 0538-48-6030本間　久史 本間　久史 平 8. 4. 1 薬局
     袋井市上山梨８４３ー１ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1268641,008,4 フラワー薬局　堀越店〒437-0065 0538-43-7330有限会社　フラワー調岡　拓磨 平 3. 9. 1 薬局
     袋井市堀越２丁目８－７ 常　勤:    8剤薬局　代表取締役　 現存
     (薬       8)三輪　哲資 平24. 9. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1269641,010,0 緑薬局太田（有）袋井〒437-0122 0538(49)1771緑薬局太田有限会社　松下　知子 平 4.11. 1 薬局
     店 袋井市春岡字山崎５６４番地の４常　勤:    8代表取締役　太田　博 現存
     (薬       8)志 平28.11. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1270641,012,6 東海中央薬局 〒437-0012 0538-44-1985有限会社アマング　取石川　金伸 平 7. 3.15 薬局
     袋井市国本２０１６ー１ 常　勤:    7締役　石川　金伸 新規 現存
     (薬       7) 平28. 3.15
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1271641,016,7 中田屋薬局 〒437-0123 0538-49-2349有限会社　中田屋　代鈴木　正直 平 7.12. 1 薬局
     袋井市下山梨２０１６－１ 常　勤:    3表取締役　鈴木　正直 組織変更 現存
     (薬       3) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1272641,018,3 ハヤシ薬局 〒437-0027 0538-42-3203和泉屋林薬品株式会社加藤　志保 平 8. 2.15 薬局
     袋井市高尾町１ー１０ 常　勤:    3　代表取締役　林　少 新規 現存
     (薬       3)美 平29. 2.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1273641,019,1 緑薬局太田（有）西田〒437-0047 0538-43-8877緑薬局太田有限会社　村越　滋 平 8. 4. 1 薬局
     店 袋井市西田２３ー１ 常　勤:    3代表取締役　太田　博 新規 現存
     (薬       3)志 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1274641,022,5 川崎屋　森川薬局　笠〒437-1312 0538-23-0112有限会社　川崎屋　代野尻　太生良 平25. 4. 1 薬局
     原店 袋井市岡崎２３９１ 常　勤:    2表取締役　森川　和美 移動 現存
     (薬       2) 平25. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1275641,024,1 ハロー薬局　下山梨店〒437-0123 0538-49-3131株式会社ヘルスエコノ山下　ゆかり 平10. 4.15 薬局
     袋井市下山梨２ー１４ー３ 常　勤:    1ミクス研究所　代表取 新規 現存
     (薬       1)締役　内山　勝博 平28. 4.15
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1276641,028,2 ヒロオカ薬局 〒437-0021 0538-45-3077株式会社アソシア　代長谷川　知代 平11. 7. 1 薬局
     袋井市広岡１４４９ー２ 常　勤:    5表取締役　戸塚　文彦 新規 現存
     (薬       5) 平29. 7. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1277641,029,0 有限会社メディカルク〒437-0064 0538-45-2500有限会社　メディカル福岡　範子 平11. 8.15 薬局
     リエーション　すみれ袋井市川井８５６ー１０ 常　勤:    5クリエーション　代表 新規 現存
     薬局 (薬       5)取締役　桒原　沙季 平29. 8.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1278641,030,8 可睡の杜薬局 〒437-0127 0538-49-4646有限会社　あらや　取増井　洋子 平18.10.15 薬局
     袋井市可睡の杜４ー３４ 常　勤:    2締役　増井　洋子 移動 現存
     (薬       2) 平24.10.15
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1279641,032,4 杏林堂薬局　袋井旭町〒437-0015 0538-41-2711株式会社　杏林堂薬局落合　賢一 平13. 5.15 薬局
     店 袋井市旭町２ー１ー１ 常　勤:   11　代表取締役　青田　 新規 現存
     (薬      11)英行 平25. 5.15
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1280641,034,0 まごころ薬局　久能店〒437-0061 0538-45-2808まごころ株式会社　代木下　裕詞 平15. 7.15 薬局
     袋井市久能１９７５－６ 常　勤:    4表取締役　米田　博文 新規 現存
     (薬       4) 平27. 7.15
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1281641,035,7 よこの薬局 〒437-0023 0538-45-2811有限会社　あけぼの　岡田　裕子 平23. 1. 9 薬局
     袋井市高尾１７４４－１ 常　勤:    3代表取締役　鈴木　典 移動 現存
     (薬       3)子 平29. 1. 9
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1282651,003,2 天竜グリーン薬局 〒431-3314 0539(25)7300有限会社アニメイトグ澤根　弘幸 平17.10.17 薬局
     浜松市天竜区二俣町二俣２４０６常　勤:    5リーン　代表取締役　 移動 現存
     －１１ (薬       5)松山　基弘 平29.10.17
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1283651,004,0 天竜あきは薬局 〒431-3314 0539-26-1919有限会社マス・メディ菅沼　貴仁 平12. 9. 4 薬局
     浜松市天竜区二俣町二俣９２ー１常　勤:    6カル　代表取締役　三 移動 現存
     (薬       6)浦　正人 平24. 9. 4
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1284651,005,7 くすり東海堂薬局 〒431-3314 0539-25-1449有限会社　くすり東海太田　勝啓 平18. 8.15 薬局
     浜松市天竜区二俣町二俣１２６０常　勤:    1堂　代表取締役　太田 移動 現存
     －１ (薬       1)　勝啓 平24. 8.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1285651,006,5 秋元薬局 〒431-3314 0539-25-2258有限会社　アニモ　代秋元　久志 平15. 7. 4 薬局
     浜松市天竜区二俣町二俣１３３２常　勤:    2表取締役　秋元　久志 組織変更 現存
     番地 (薬       2) 平27. 7. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1286651,007,3 ふじ薬局 〒431-3314 0539-22-2150有限会社　ファルマ　名倉　竜也 平15.10. 1 薬局
     浜松市天竜区二俣町二俣９５９－常　勤:    1取締役　名倉　竜也 新規 現存
     ２ (薬       1) 平27.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1287660,022,1 資生堂薬局本店 〒437-1203 0538-55-3011鈴木　睦 鈴木　睦 昭46. 9. 1 薬局
     磐田市福田１５５５－７ 常　勤:    2 現存
     (薬       2) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1288660,033,8 ムラマツ薬局 〒438-0112 0539(62)2035村松　保晴 村松　保晴 平 2. 7.15 薬局
     磐田市下野部１５５－５ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平29. 7.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1289660,036,1 大坂屋薬局 〒431-4101 0539-87-0020松下　保彦 松下　保彦 平 6. 8. 1 薬局
     浜松市天竜区水窪町奥領家３０２常　勤:    1 新規 現存
     ６－６ (薬       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1290661,005,5 川崎屋　あすなろ森川〒437-1101 0538-23-9721有限会社　川崎屋　代森川　和美 平 5. 4.15 薬局
     薬局 袋井市浅羽１２４６－１５ 常　勤:    3表取締役　森川和美 現存
     (薬       3) 平29. 5.10
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1291661,009,7 ハロー薬局豊田店 〒438-0816 0538-34-8613株式会社ヘルスエコノ大石　貴子 平28. 8.26 薬局
     磐田市宮之一色８２３ー３ 常　勤:    1ミクス研究所　代表取 移動 現存
     (薬       1)締役　内山　勝博 平28. 8.26
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1292661,013,9 神谷薬局　竜洋西店 〒438-0236 0538-59-2152有限会社　神谷薬局　神谷　徳彦 平 9.11.17 薬局
     磐田市十郎島２１ 常　勤:    1代表取締役　神谷　徳 移動 現存
     (薬       1)彦 平24.11.17
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1293661,014,7 まごころ薬局　東原店〒438-0802 0538-39-2100まごころ株式会社　代大平　節男 平 9.12. 1 薬局
     磐田市東原１５５ー１ 常　勤:    1表取締役　米田　博文 新規 現存
     (薬       1) 平27.12. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1294661,016,2 さわやか薬局 〒438-0113 0539-63-0888有限会社　ジェイドリ伊藤　恭子 平11. 3. 1 薬局
     磐田市新開９４３ 常　勤:    3ーム　代表取締役　上 新規 現存
     (薬       3)甲眞人 平29. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1295661,018,8 木の香薬局 〒438-0816 0538-39-2385有限会社ケーティーフ栗原　知子 平11. 7.16 薬局
     磐田市宮之一色８６９ー２ 常　勤:    3ァーマ　代表取締役　 組織変更 現存
     (薬       3)栗原孝行 平29. 7.16
     非常勤:    2
     (薬       2)
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 1296661,020,4 ひまわり薬局 〒438-0231 0538-59-2700有限会社　サン・サプ織田　英敏 平13. 3. 1 薬局
     磐田市豊岡５１３２ー３ 常　勤:    6ライズ　取締役　宮本 交代 現存
     (薬       6)　榮彦 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1297661,021,2 小嶋薬局浅羽店 〒437-1121 0538-23-3255有限会社小嶋薬局　代小嶋　剛 平13. 7.15 薬局
     袋井市諸井１２０４ー５ 常　勤:    1表取締役　小嶋　謙 新規 現存
     (薬       1) 平25. 7.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1298661,022,0 久井屋薬局加茂店 〒438-0804 0538-21-0500有限会社　久井屋　代丸野　愛子 平14. 1. 1 薬局
     磐田市加茂１１８４ー１ 常　勤:    2表取締役　村松　弘也 交代 現存
     (薬       2) 平26. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1299661,023,8 民生堂薬局加茂店 〒438-0804 0538-21-3570株式会社ザ・ドラッグ鈴木　ひかる 平14. 4.15 薬局
     磐田市加茂９１２－２ 常　勤:    1　代表取締役　鈴木　 新規 現存
     (薬       1)茂樹 平26. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1300661,025,3 ハロー薬局　豊田北店〒438-0816 0538-33-3450株式会社ヘルスエコノ川村　和子 平16. 3.15 薬局
     磐田市宮之一色６８６－３ 常　勤:    1ミクス研究所　代表取 新規 現存
     (薬       1)締役　内山　勝博 平28. 3.15
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1301661,026,1 南山堂薬局　浅羽店 〒437-1101 0538-30-2000株式会社南山堂　代表福田　寛之 平16. 4. 1 薬局
     袋井市浅羽字柴１７６１－２ 常　勤:    1取締役　新庄　正志 交代 現存
     (薬       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1302670,014,6 アツミ薬局 〒438-0074 0538-32-2813渥美　新一 渥美　新一 昭44.11. 1 薬局
     磐田市二の宮４１９－１ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1303670,018,7 平和堂薬局 〒438-0038 0538-35-2266竹内　万俐子 竹内　万利子 平 7.11.15 薬局
     磐田市鎌田７０５ー１ 常　勤:    1 移動 現存
     (薬       1) 平28.11.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1304671,001,2 アース薬局 〒438-0078 0538-33-1166アース産業株式会社　鈴木　義久 平23. 4. 5 薬局
     磐田市中泉一丁目４番地２０ 常　勤:    2代表取締役　鈴木　義 移動 現存
     (薬       2)久 平29. 4. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1305671,002,0 合資会社大阪屋薬局 〒438-0086 0538(35)4640合資会社大阪屋薬局　松井　良子 昭44.11. 1 薬局
     磐田市見付３４９３番地 常　勤:    1無限責任社員　松井　 現存
     (薬       1)良子 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1306671,003,8 合資会社水野薬局 〒438-0086 0538(32)4549合資会社水野薬局　水水野　茂 昭44.11. 1 薬局
     磐田市見付１２３１－１ 常　勤:    1野　茂 現存
     (薬       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1307671,008,7 久井屋薬局本店 〒438-0086 0538(35)5293有限会社　久井屋　代村松　陽子 昭57.10. 1 薬局
     磐田市見付２８１２－１ 常　勤:    2表取締役　村松　弘也 現存
     (薬       2) 平24.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1308671,013,7 城之崎薬局 〒438-0084 0538-36-5850有限会社エスワイ　代山中　喜代美 平 4. 4.15 薬局
     磐田市城之崎３－５－２ 常　勤:    1表取締役　山中　喜代 現存
     (薬       1)美 平28. 4.15
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1309671,017,8 マイライフ薬局 〒438-0017 0538-36-3911まごころ株式会社　代加藤　正義 平 7.12.28 薬局
     磐田市安久路２ー２ー２ 常　勤:    5表取締役　米田　博文 移動 現存
     (薬       5) 平28.12.28
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1310671,019,4 エス薬局 〒438-0078 0538-33-2211株式会社ファーマスト新田　亮平 平 8. 5. 1 薬局
     磐田市中泉１４８２ー１ 常　勤:    1　代表取締役　森部　 新規 現存
     (薬       1)朗 平29. 5. 1
     非常勤:   12
     (医       1)
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1311671,020,2 秋桜薬局 〒438-0074 0538-33-6006株式会社　メディカル土田　一智 平 8.12.15 薬局
     磐田市二之宮浅間３番地５ 常　勤:    1プランニング　代表取 新規 現存
     (薬       1)締役　福崎　一夫 平29.12.15
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1312671,021,0 有限会社　国府台薬局〒438-0077 0538(35)2175有限会社国府台薬局　鈴木　のり子 平24. 2.12 薬局
     磐田市国府台９４－３ 常　勤:    2代表取締役　鈴木　の 移動 現存
     (薬       2)り子 平30. 2.12
     非常勤:    4
     (薬       4)
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 1313671,023,6 大阪屋薬局　大藤店 〒438-0002 0538-38-3399合資会社　大阪屋薬局松井　恵理 平10. 4. 1 薬局
     磐田市大久保５０８ー３１ 常　勤:    1　無限責任社員　松井 新規 現存
     (薬       1)　良子 平28. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1314671,024,4 磐田センター薬局 〒438-0002 0538-38-4600有限会社　センター薬中村　良雄 平10. 4. 1 薬局
     磐田市大久保５４４ー１３ 常　勤:    5局　取締役　中村　良 新規 現存
     (薬       5)雄 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1315671,028,5 杏林堂薬局　磐田市立〒438-0002 0538-38-3730株式会社　杏林堂薬局近藤　憲昭 平12. 6. 1 薬局
     病院前店 磐田市大久保字四区５３９ー１３常　勤:    5　代表取締役　青田　 交代 現存
     (薬       5)英行 平30. 6. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1316671,029,3 杏林堂薬局　上岡田店〒438-0078 0538-21-6211株式会社　杏林堂薬局松井　一幸 平12.12.15 薬局
     磐田市中泉８０５ 常　勤:    6　代表取締役　青田　 新規 現存
     (薬       6)英行 平24.12.15
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1317671,030,1 ファミリー薬局　二之〒438-0074 0538-21-7788有限会社国府台薬局　大平　陽子 平13. 7.15 薬局
     宮 磐田市二之宮浅間６－１ 常　勤:    4代表取締役　鈴木　の 新規 現存
     (薬       4)り子 平25. 7.15
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1318671,031,9 おおくぼ薬局 〒438-0002 0538-38-3289株式会社　マル・コー白尾　成史 平14. 8. 1 薬局
     磐田市大久保５０８ー２５ 常　勤:    4ポレーション　代表取 交代 現存
     (薬       4)締役　丸　孝弘 平26. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1319680,001,1 あさひ薬局 〒439-0031 0537-36-0200増田　圭吾 増田　圭吾 平18. 9. 1 薬局
     菊川市加茂６１９４ 常　勤:    3 新規 現存
     (薬       3) 平24. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1320681,001,0 南山堂薬局　平田店 〒437-1514 0537-75-0777株式会社南山堂　代表中村　侑亮 平17. 3.15 薬局
     菊川市下平川１８３６－９ 常　勤:    4取締役　新庄　正志 新規 現存
     (薬       4) 平29. 3.15
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1321681,004,4 オレンジ薬局　菊川店〒439-0031 0537-37-0561株式会社　プチファー中村　成典 平20.10. 1 薬局
     菊川市加茂５１３５ 常　勤:    1マシスト　代表取締役 交代 現存
     (薬       1)　柳生　美江 平26.10. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1322681,005,1 まごころ薬局　菊川店〒439-0031 0537-28-8571株式会社ロングライフ田代　康壽貴 平23.12. 1 薬局
     菊川市加茂５０９５－２ 常　勤:    1　代表取締役　米田　 新規 現存
     (薬       1)博文 平29.12. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1323681,006,9 かものはし薬局 〒439-0031 0537-28-9555有限会社山本薬局　代田中　亨 平24. 3. 1 薬局
     菊川市加茂６６８－２ 常　勤:    1表取締役　秋山　大輔 新規 現存
     (薬       1) 平30. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1324681,008,5 ウエルシア薬局菊川加〒439-0031 0537-37-3288ウエルシア薬局株式会松本　幸治 平26. 9. 1 薬局
     茂店 菊川市加茂２５５５ 常　勤:    4社　代表取締役　水野 交代 現存
     (薬       4)　秀晴 平26. 9. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1325681,009,3 ウエルシア薬局菊川病〒439-0016 0537-37-1808ウエルシア薬局株式会松本　真奈 平26. 9. 1 薬局
     院前店 菊川市神尾７３－３ 常　勤:    2社　代表取締役　水野 交代 現存
     (薬       2)　秀晴 平26. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1326681,010,1 きくがわ薬局 〒439-0017 0537-35-1233有限会社　ベルビッグ大石　安章 平27.11. 1 薬局
     菊川市朝日１ー１５ 常　勤:    1　代表取締役　鈴木　 交代 現存
     (薬       1)克也 平27.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表［静岡県］

［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   173 頁

 1327681,011,9 親切堂薬局　カモ店 〒439-0031 0537-35-4246有限会社フラワーズ　小原　俊也 平29. 1.21 薬局
     菊川市加茂２１８３－１ 常　勤:    1代表取締役　三輪　哲 交代 現存
     (薬       1)資 平29. 1.21
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1328681,012,7 ウエルシア薬局菊川赤〒437-1507 0537-63-1377ウエルシア薬局株式会志村　浩気 平29.11. 1 薬局
     土店 菊川市赤土１０８８ 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:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1329690,002,7 虹いろ薬局 〒438-0016 0538-39-2416青野　由三 青野　由三 平21.10. 1 薬局
     磐田市岩井２０５３－４ 常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1330690,004,3 レオ薬局豊田店 〒438-0833 0538-84-9981竹内　雅子 竹内　雅子 平24. 8. 1 薬局
     磐田市弥藤太島５４０－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1331690,005,0 大誠堂薬局 〒437-1203 0538-58-1133倉橋　健 倉橋　健 平25.11.28 薬局
     磐田市福田１６９８ 常　勤:    1 交代 現存
     (薬       1) 平25.11.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1332690,006,8 みつは薬局 〒438-0071 0538-39-0328坂田　淳 坂田　淳 平29. 6. 1 薬局
     磐田市今之浦３－２２－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平29. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1333691,001,8 緑薬局太田有限会社豊〒438-0113 0539-63-0770緑薬局太田有限会社　太田　加穂里 平17. 7. 1 薬局
     岡店 磐田市新開４７４－３ 常　勤:    5代表取締役　太田　博 新規 現存
     (薬       5)志 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1334691,002,6 てんじん薬局 〒438-0085 0538-35-6326有限会社ジョーブメデ波川　瞬 平17. 7.15 薬局
     磐田市水堀３９５－２ 常　勤:    2ィカル　代表取締役　 新規 現存
     (薬       2)加藤　謙 平29. 7.15
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1335691,003,4 あすか薬局　磐田南店〒438-0038 0538-39-2861株式会社　エイブル　門名　明孝 平26. 9.12 薬局
     磐田市鎌田８６６－９ 常　勤:    3代表取締役　藤田　正 移動 現存
     (薬       3)俊 平26. 9.12
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1336691,005,9 薬局フォーリア　豊田〒438-0821 0538-39-3080株式会社　フォーリア青山　淳一 平18. 7. 1 薬局
     店 磐田市立野字村東５０９－１ 常　勤:    2　代表取締役　曽布川 新規 現存
     (薬       2)　和則　・　曽布川　 平24. 7. 1
     非常勤:    3洋平
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1337691,006,7 まごころ薬局　大久保〒438-0002 0538-38-3770株式会社　チカラ　代松下　力 平19. 2.15 薬局
     店 磐田市大久保８９５－１６ 常　勤:    3表取締役　松下　力 新規 現存
     (薬       3) 平25. 2.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1338691,007,5 なずな薬局 〒438-0086 0538-24-7110株式会社コントレイル小林　隆彰 平19. 4. 1 薬局
     磐田市見付１２７６－２ 常　勤:    2　代表取締役　小林　 新規 現存
     (薬       2)隆彰 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1339691,008,3 杏林堂薬局　豊田小立〒438-0838 0538-33-6845株式会社　杏林堂薬局石垣　範行 平19.11.15 薬局
     野店 磐田市小立野２２０ 常　勤:    5　代表取締役　青田　 新規 現存
     (薬       5)英行 平25.11.15
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1340691,009,1 まめお薬局 〒437-1212 0538-55-0225株式会社　まめお薬局澤田　雅佳 平19.12. 1 薬局
     磐田市南田７４－４ 常　勤:    1　代表取締役　澤田　 新規 現存
     (薬       1)雅佳 平25.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1341691,011,7 スギ薬局　磐田中泉店〒438-0078 0538-39-0033株式会社スギ薬局　代秋葉　佑介 平20.10. 1 薬局
     磐田市中泉字団子塚２５００－１常　勤:    1表取締役　 原　栄一 新規 現存
     (薬       1) 平26.10. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1342691,013,3 なかいずみ薬局 〒438-0078 0538-35-3515株式会社　マインド　清水　和子 平20.12. 1 薬局
     磐田市中泉２９２３－１ 常　勤:    1代表取締役　野村　信 新規 現存
     (薬       1)介 平26.12. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
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 1343691,014,1 ダリヤいわた薬局 〒438-0078 0538-39-3818株式会社ウィーズ　代鈴木　裕也 平21. 9. 1 薬局
     磐田市中泉６７１－４ 常　勤:    2表取締役　水村　卓司 交代 現存
     (薬       2) 平27. 9. 1
     非常勤:   17
     (薬      17)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1344691,015,8 木の香薬局　見付店 〒438-0086 0538-39-0081有限会社ケーティーフ兼松　直人 平21.10. 1 薬局
     磐田市見付２６９０－３ 常　勤:    1ァーマ　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)栗原　孝行 平27.10. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1345691,018,2 みかの薬局 〒438-0018 0538-33-8555株式会社ＭＰ　代表取山村　行範 平22. 4. 1 薬局
     磐田市三ケ野台２２－８アニバー常　勤:    2締役　山村　行範 組織変更 現存
     サリー１０３ (薬       2) 平28. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1346691,019,0 みらい薬局 〒438-0002 0538-38-5444株式会社エムズレイズ 所　大 平23. 5. 1 薬局
     磐田市大久保５４４－１９ 常　勤:    2　代表取締役　川﨑　 新規 現存
     (薬       2)達也 平29. 5. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1347691,020,8 立野薬局 〒438-0821 0538-21-5511株式会社ＦＯＲＡＬＬ橋本　麻由美 平23. 7. 1 薬局
     磐田市立野２０１３－１０ 常　勤:    1　代表取締役　橋本　 組織変更 現存
     (薬       1)久敬 平29. 7. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1348691,021,6 千手堂薬局 〒438-0057 0538-21-4400株式会社ヤクセン　代川合　香 平23.10. 1 薬局
     磐田市千手堂９４８ 常　勤:    2表取締役　 　幸夫 新規 現存
     (薬       2) 平29.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1349691,023,2 旭ヶ丘薬局 〒438-0077 0538-21-3030株式会社ヤクセン　代佐々木　清子 平23.10. 1 薬局
     磐田市国府台５５ー１ 常　勤:    1表取締役　瀧　幸夫 交代 現存
     (薬       1) 平29.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1350691,024,0 グッド薬局国府台店 〒438-0077 0538-30-6266株式会社南山堂ホール磯部　敦子 平24. 1. 1 薬局
     磐田市国府台１００－７ 常　勤:    1ディングス　代表取締 新規 現存
     (薬       1)役　小池　孝芳 平30. 1. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1351691,025,7 エール薬局　立野店 〒438-0821 0538-38-9705株式会社ＦＯＲＡＬＬ小野田　由美子 平24. 4. 1 薬局
     磐田市立野５０６－１ 常　勤:    1　代表取締役　橋本　 新規 現存
     (薬       1)久敬 平30. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1352691,026,5 とつか薬局 〒438-0205 0538-66-0880株式会社マインド　代伊藤　寛将 平24. 6. 1 薬局
     磐田市堀之内１４００－３ 常　勤:    2表取締役　野村　信介 新規 現存
     (薬       2) 平30. 6. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1353691,027,3 しらびょうし薬局 〒438-0066 0538-30-6528ケアル株式会社　代表菊池　崇博 平24. 9. 1 薬局
     磐田市白拍子５８－６ 常　勤:    2取締役　菊池　崇博 組織変更 現存
     (薬       2) 平24. 9. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1354691,029,9 杏林堂薬局西貝塚店 〒438-0026 0538-21-4711株式会社杏林堂薬局　竹内　嵩 平25.12. 1 薬局
     磐田市西貝塚３０２５－１ 常　勤:    6代表取締役　青田　英 新規 現存
     (薬       6)行 平25.12. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1355691,030,7 みつけ薬局 〒438-0086 0538-84-7091ケアル株式会社　代表吉田　晃 平26. 4. 1 薬局
     磐田市見付２３４９－６ 常　勤:    2取締役　菊池　崇博 新規 現存
     (薬       2) 平26. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1356691,031,5 あるぷす薬局　今之浦〒438-0071 0538-86-5135株式会社ベストシステ青木　建夫 平26. 6. 1 薬局
     店 磐田市今之浦３－１０－５ 常　勤:    3ム　代表取締役　溝口 交代 現存
     (薬       3)　久義 平26. 6. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1357691,032,3 エール薬局　富里店 〒438-0807 0538-86-3252株式会社　ＦＯＲＡＬ大石　裕樹 平26. 7. 1 薬局
     磐田市富里３９－３ 常　勤:    2Ｌ　代表取締役　橋本 新規 現存
     (薬       2)　久敬 平26. 7. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1358691,033,1 ふくふく薬局 〒437-1204 0538-55-6006株式会社　エムズレイ小林　雅行 平26. 8. 1 薬局
     磐田市福田中島２３６－２ 常　勤:    3ズ　代表取締役　川﨑 新規 現存
     (薬       3)　達也 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1359691,034,9 ウエルシア薬局磐田岩〒438-0016 0538-39-1277ウエルシア薬局株式会清水　大 平26. 9. 1 薬局
     井店 磐田市岩井２３３３－３ 常　勤:    2社　代表取締役　水野 交代 現存
     (薬       2)　秀晴 平26. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1360691,035,6 めーぷる薬局 〒438-0043 0538-30-6521株式会社レーベンプラ安達　三郎 平28. 7. 1 薬局
     磐田市大原２０２３－６　 常　勤:    1ン　代表取締役　鈴木 交代 現存
     (薬       1)　猛夫 平28. 7. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1361691,036,4 ウエルシア薬局　磐田〒438-0803 0538-21-0011ウエルシア薬局株式会五十嵐　賢彰 平28. 9. 1 薬局
     富丘店 磐田市富丘原新田９３３ー１ 常　勤:    4社　代表取締役　水野 交代 現存
     (薬       4)　秀晴 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1362691,037,2 薬局アザレア国府台店〒438-0077 0538-86-6127株式会社レーベンプラ山下　丈千 平28.11. 1 薬局
     磐田市国府台３８－７ 常　勤:    2ン　代表取締役　鈴木 新規 現存
     (薬       2)　猛夫 平28.11. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1363691,038,0 ウエルシア薬局　磐田〒438-0235 0538-67-1198ウエルシア薬局株式会村松　和美 平29. 1. 1 薬局
     白羽店 磐田市白羽３７０－１ 常　勤:    1社　代表取締役　水野 新規 現存
     (薬       1)　秀晴 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1364691,039,8 薬局ともちゃん。 〒438-0086 0538-21-3141株式会社まめお　代表多和　靖幸 平29. 5. 1 薬局
     磐田市見付１７６３－６ 常　勤:    1取締役　澤田　雅佳 新規 現存
     (薬       1) 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1365691,040,6 リンク薬局　見付店 〒438-0086 0538-39-1113合同会社ケーツーリン島田　朋映 平29. 5. 1 薬局
     磐田市見付１８１９－９５ 常　勤:    1ク　代表社員　鈴木　 交代 現存
     (薬       1)裕也 平29. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1366691,041,4 とんぼ薬局 〒438-0078 0538-33-8900株式会社とんぼ薬局　袖岡　利市 平29. 9. 1 薬局
     磐田市中泉２－１－２ 常　勤:    1代表取締役　市川　智 交代 現存
     (薬       1)康 平29. 9. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1367691,042,2 健康第一薬局　富士見〒438-0083 0538-39-7800株式会社　健康第一調松本　将明 平30. 4. 1 薬局
     町店 磐田市富士見町３－１６－１ 常　勤:    1剤薬局　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)増田　祥典 平30. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1368691,043,0 エール薬局　豊田店 〒438-0808 0538-86-6565株式会社　ＦＯＲＡＬ橋本　久敬 平30. 4. 1 薬局
     磐田市豊田３２８－１ 常　勤:    1Ｌ　代表取締役　橋本 新規 現存
     (薬       1)　久敬 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1369691,044,8 ふじみ薬局 〒438-0083 0538-86-6776株式会社ふじみ　代表大橋　仁満 平30. 5. 1 薬局
     磐田市富士見町１－１５－４ 常　勤:    1取締役　大橋　仁満 新規 現存
     (薬       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1370691,045,5 グッド薬局竜洋店 〒438-0235 0538-30-6150有限会社橋本薬局　取岡田　正規 平30. 5. 1 薬局
     磐田市白羽６４２ 常　勤:    3締役　佐藤　信輔 交代 現存
     (薬       3) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1371710,087,4 牧沢薬局 〒430-0907 053(471)1316牧沢　宏哉 牧澤　宏哉 平20.11. 1 薬局
     浜松市中区高林３－７－２ 常　勤:    2 交代 現存
     (薬       2) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1372710,135,1 ニコニコ堂薬局 〒432-8012 053(471)5082山崎　悦孝 山崎　悦孝 昭46. 8. 1 薬局
     浜松市中区布橋３丁目９番８号 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1373710,149,2 増井薬局 〒432-8012 053-452-3802増井　ほとり 増井　ほとり 平 7. 3. 3 薬局
     浜松市中区布橋３丁目１５番１３常　勤:    1 移動 現存
     号 (薬       1) 平28. 3. 3
     非常勤:    3
     (薬       3)
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 1374710,151,8 秋葉薬局 〒433-8112 053-436-9411秋葉　このみ 秋葉　このみ 昭49.12.15 薬局
     浜松市北区初生町４７７－２ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平28.12.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1375710,161,7 富田薬局 〒435-0051 053(421)1545富田　昭久 富田　昭久 昭51.11.15 薬局
     浜松市東区市野町１６６１－１ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平24.11.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1376710,187,2 早川薬局 〒430-0825 053(426)0183早川　忠 早川　忠 昭57. 9. 1 薬局
     浜松市南区下江町４３４ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1377710,206,0 大石薬局 〒431-3114 053(435)3506大石　章 大石　章 平22.12.21 薬局
     浜松市東区積志町１５７９ 常　勤:    1 移動 現存
     (薬       1) 平28.12.21
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1378710,209,4 石原薬局 〒433-8105 053-438-0521石原　栄子 石原　栄子 昭62. 5. 1 薬局
     浜松市北区三方原町１１７６－３常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1379710,210,2 中野薬局 〒432-8023 053(452)4463中野　光昭 中野　光昭 昭62. 6. 1 薬局
     浜松市中区鴨江１丁目２８番３９常　勤:    1 現存
     号 (薬       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1380710,211,0 三秀堂薬局 〒430-0939 053(452)2432古木　恵子 古木　恵子 昭62. 7. 8 薬局
     浜松市中区連尺町３０７－１８ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平29. 7. 8
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1381710,234,2 笹田薬局 〒432-8002 053-472-6313笹田　庸子 笹田　庸子 平18. 4.26 薬局
     浜松市中区富塚町２２０７－１ 常　勤:    2 移動 現存
     (薬       2) 平30. 4.26
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1382710,236,7 蜆塚　薬局 〒432-8018 053-455-3599小池　幸子 小池　幸子 平 6. 8.15 薬局
     浜松市中区蜆塚３ー２ー５ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平24. 8.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1383710,245,8 ヤマグチ薬局 〒432-8038 053-454-5677山口　正代 山口　雄一郎 平 8. 4. 1 薬局
     浜松市中区西伊場町２０ー８ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1384710,250,8 品川薬局　萩丘店 〒433-8121 053-475-7253品川　彰彦 品川　彰彦 平 9. 3.15 薬局
     浜松市中区萩丘４ー７ー１８ 常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平30. 3.15
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1385710,258,1 ハママツ薬局　高丘店〒433-8119 053-430-1567宮崎　治 宮崎　治 平10. 8. 1 薬局
     浜松市中区高丘北３ー５ー２３ 常　勤:    4 新規 現存
     (薬       4) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1386710,260,7 ハママツ薬局 〒430-0805 053-461-1249宮﨑　治 宮﨑　由紀子 平12. 2. 2 薬局
     浜松市中区相生町１６ー８ 常　勤:    1 交代 現存
     (薬       1) 平30. 2. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1387710,262,3 アツミ薬局 〒430-0936 053-452-2538渥美　勝 渥美　勝 平21.12. 6 薬局
     浜松市中区大工町３０３－１６ 常　勤:    3 移動 現存
     (薬       3) 平27.12. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1388710,265,6 ニシムラ薬局 〒430-0901 053(471)1890西村　禎泰 西村　禎泰 平13.12. 1 薬局
     浜松市中区曳馬５丁目６番３４号常　勤:    1 交代 現存
     (薬       1) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1389710,268,0 ウチヤマ薬局 〒430-0803 053-461-7344内山　智氏 内山　智氏 平23. 7.21 薬局
     浜松市東区植松町１３８７－３ 常　勤:    1 移動 現存
     (薬       1) 平29. 7.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1390710,269,8 髙林クローバー薬局 〒431-3101 053-431-6807髙林　宏行 髙林　宏行 平15.12. 1 薬局
     浜松市東区豊町６７１－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平27.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1391711,003,0 渥美薬局 〒430-0945 053(455)4630合名会社　渥美薬局　木俣　光子 平15. 1.14 薬局
     浜松市中区池町２２２－２１ 常　勤:    1代表社員　木俣　 司 移動 現存
     (薬       1) 平27. 1.14
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1392711,017,0 坂谷朝日堂薬局 〒430-0807 053-461-9389有限会社坂谷朝日堂薬芦澤　覚 平 9.10. 1 薬局
     浜松市中区佐藤３ー８ー１９ 常　勤:    1局　代表取締役　坂谷 移動 現存
     (薬       1)　壽彦 平24.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1393711,021,2 有限会社　トクダ薬局〒432-8038 053(452)6930有限会社トクダ薬局　中村　 子 昭52. 5.15 薬局
     浜松市中区西伊場町１－３ 常　勤:    2代表取締役　徳田　功 現存
     (薬       2) 平28. 5.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1394711,036,0 有限会社　鈴木薬局 〒432-8061 053(447)1220有限会社　鈴木薬局　鈴木　安喜子 昭62. 8.15 薬局
     浜松市西区入野町６３００－１ 常　勤:    2代表取締役　鈴木　安 現存
     (薬       2)喜子 平29. 8.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1395711,040,2 第一すずき薬局 〒430-0928 053-454-1230株式会社エヌエスピー南　恵美子 平13.10. 1 薬局
     浜松市中区板屋町１１０－５ 常　勤:    4　代表取締役　鈴木　 移動 現存
     (薬       4)典之 平25.10. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1396711,043,6 有限会社タフ　くまが〒433-8119 053(436)1929有限会社タフ　取締役熊谷　馨 平元. 4. 1 薬局
     い薬局 浜松市中区高丘北一丁目９番８号常　勤:    3　熊谷　馨 現存
     (薬       3) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1397711,046,9 ミキ薬局 〒432-8023 053(456)1418有限会社ミキ　代表取石郷岡　幹雄 平元. 7. 1 薬局
     浜松市中区鴨江３丁目５１番２号常　勤:    2締役　石郷岡　幹雄 現存
     (薬       2) 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1398711,061,8 あしたば薬局 〒431-3105 053(434)8323株式会社ベストシステ大城　里実 平14. 9. 1 薬局
     浜松市東区笠井新田町６９３番５常　勤:    5ム　代表取締役　溝口 移動 現存
     号 (薬       5)　久義 平26. 9. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1399711,065,9 薬局フォーリア 〒435-0052 053(462)3888株式会社　フォーリア横田　良子 平 5. 8.15 薬局
     浜松市東区天王町１７４２番地の常　勤:    5　代表取締役　曽布川 現存
     ２ (薬       5)　和則　・　曽布川　 平29. 8.15
     非常勤:    6洋平
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1400711,068,3 有限会社　快生薬局 〒431-3125 053(433)7979有限会社　快生薬局　平野　寛 平 5.11. 1 薬局
     浜松市東区半田山３丁目５３番１常　勤:    1代表取締役　平野寛 現存
     ０号 (薬       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1401711,070,9 初生薬局 〒433-8112 053(436)7928有限会社マス・メディ松浦　利則 平23. 8. 1 薬局
     浜松市北区初生町７０６－１ 常　勤:    1カル　代表取締役　三 移動 現存
     (薬       1)浦　正人 平29. 8. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1402711,071,7 さわい薬局 〒430-0813 053(425)6821有限会社　ワイエスフ澤井　康行 平17.11.27 薬局
     浜松市南区芳川町４２６ 常　勤:    4ァーマシー　代表取締 移動 現存
     (薬       4)役　澤井　康行 平29.11.27
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1403711,072,5 ホワイト薬局 〒432-8058 053(447)7166有限会社　ホワイト薬清水　和樹 平 6. 6. 1 薬局
     浜松市南区新橋町４９６－２ 常　勤:    5局　代表取締役　瀧浪 現存
     (薬       5)　正之 平30. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1404711,075,8 有限会社　カドヤ薬局〒432-8012 053-471-7418有限会社　カドヤ薬局金子　達也 平 9. 2. 1 薬局
     浜松市中区布橋２ー１２ー４６ 常　勤:    2　代表取締役　金子　 移動 現存
     (薬       2)達也 平30. 2. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1405711,076,6 浜松センター薬局 〒432-8002 053-455-1181一般社団法人　浜松市鈴木　誠一 平 7. 4. 1 薬局
     浜松市中区富塚町３５１ー２ 常　勤:    7薬剤師会　会長　品川 新規 現存
     (薬       7)　彰彦 平28. 4. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1406711,077,4 イルカ薬局 〒431-3124 053-434-7405有限会社ティーエム企武藤　篤 平 7. 4.15 薬局
     浜松市東区半田町１３０ー１ 常　勤:    2画　藤井　拓夫 新規 現存
     (薬       2) 平28. 4.15
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1407711,079,0 ひまわり薬局 〒430-0807 053-463-4312有限会社静岡健康企画中村　ほなみ 平26. 6. 1 薬局
     浜松市中区佐藤１－２３－３ 常　勤:    2　代表取締役　三室　 移動 現存
     (薬       2)良子 平26. 6. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1408711,085,7 ハロー薬局　根上り松〒432-8038 053-454-8656株式会社ヘルスエコノ市野　裕三 平 7.11.15 薬局
     店 浜松市中区西伊場町７５ー３０ 常　勤:    2ミクス研究所　代表取 新規 現存
     (薬       2)締役　内山　勝博 平28.11.15
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1409711,087,3 のぞみ薬局 〒430-0925 053-458-0115有限会社　シーズ　代堀内　丈嗣 平21.11.24 薬局
     浜松市中区寺島町１０５４番地 常　勤:    2表取締役　堀内　丈嗣 移動 現存
     (薬       2) 平27.11.24
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1410711,090,7 有限会社　高木薬品　〒431-2103 053-428-4865有限会社　高木薬品　髙木　良太 平 8. 8. 1 薬局
     テクノ高木薬局 浜松市北区新都田２ー３１ー９ 常　勤:    1代表取締役　髙木　良 新規 現存
     (薬       1)太 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1411711,093,1 薬局フォーリア　将監〒430-0802 053-462-3313株式会社　フォーリア笹ヶ瀬　美佳 平 9. 5. 1 薬局
     店 浜松市東区将監町２４ー６ 常　勤:    5　代表取締役　曽布川 新規 現存
     (薬       5)　和則　・　曽布川　 平30. 5. 1
     非常勤:    5洋平
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1412711,096,4 かもめ薬局 〒435-0004 053-423-0471有限会社ミサト企画　新村　博昭 平23. 8.16 薬局
     浜松市東区中野町４２０７ 常　勤:    3代表取締役　藤井　拓 移動 現存
     (薬       3)夫 平29. 8.16
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1413711,101,2 杏林堂薬局佐鳴湖南調〒432-8061 053-449-7011株式会社杏林堂薬局　加藤　龍典 平25.12.16 薬局
     剤センター 浜松市西区入野町１９９５４－１常　勤:    3代表取締役　青田　英 移動 現存
     ８９ (薬       3)行 平25.12.16
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1414711,102,0 若林エス薬局 〒432-8051 053-445-3103株式会社ファーマスト武井　優 平 9.12. 1 薬局
     浜松市南区若林町１３８８ー２ 常　勤:    2　代表取締役　森部　 新規 現存
     (薬       2)朗 平27.12. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1415711,103,8 まごころ薬局　下江町〒430-0825 053-427-1030有限会社　弘法　代表久保　光志 平 9.12.15 薬局
     店 浜松市南区下江町４５６ー１ 常　勤:    5取締役　米田　博文 新規 現存
     (薬       5) 平27.12.15
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1416711,104,6 ひかる薬局 〒430-0903 053-479-4775有限会社ひかる薬局　永原　康平 平10. 5.15 薬局
     浜松市中区助信町２０－３５ 常　勤:    4代表取締役　青野　祐 新規 現存
     (薬       4)一 平28. 5.15
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1417711,105,3 大幸薬局 〒430-0803 053-466-7577有限会社　大幸薬局　大友　武史 平10. 7. 1 薬局
     浜松市東区植松町１７２ー１ 常　勤:    2代表取締役　楠野　仁 新規 現存
     (薬       2)志 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1418711,113,7 有限会社　袴田薬局 〒433-8101 053-437-1919有限会社　袴田薬局　袴田　和宏 平11. 6. 1 薬局
     浜松市北区三幸町４７６－２ 常　勤:    2代表取締役　袴田　和 組織変更 現存
     (薬       2)宏 平29. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1419711,116,0 レモン薬局　三方原店〒433-8108 053-430-5592株式会社レーベンプラ伊藤　譲 平11.11.15 薬局
     浜松市北区根洗町５５０ 常　勤:    4ン　代表取締役　鈴木 新規 現存
     (薬       4)　猛夫 平29.11.15
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1420711,118,6 ハロー薬局　東田町店〒430-0929 053-413-1288株式会社ヘルスエコノ小林　栄一 平12. 1.15 薬局
     浜松市中区中央１－１５－１ 常　勤:    3ミクス研究所　代表取 新規 現存
     (薬       3)締役　内山　勝博 平30. 1.15
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表［静岡県］

［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   185 頁

 1421711,119,4 薬局フォーリア　中郡〒431-3111 053-431-0707株式会社　フォーリア河合　伴江 平17. 2.13 薬局
     店 浜松市東区中郡町３９３－２ 常　勤:    5　代表取締役　曽布川 移動 現存
     (薬       5)　和則　・　曽布川　 平29. 2.13
     非常勤:    4洋平
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1422711,122,8 緑薬局太田（有）三方〒433-8108 053-430-0808緑薬局太田有限会社　大森　類 平12. 4. 1 薬局
     原店 浜松市北区根洗町５６６ 常　勤:    6代表取締役　太田　博 新規 現存
     (薬       6)志 平30. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1423711,123,6 杏林堂薬局　三方原聖〒433-8108 053-414-0733株式会社　杏林堂薬局彦坂　儀宏 平12. 6. 1 薬局
     隷前店 浜松市北区根洗町５７９ー４ 常　勤:   10　代表取締役　青田　 新規 現存
     (薬      10)英行 平30. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1424711,126,9 エンゼル薬局 〒435-0047 053-411-8412有限会社　エンゼル・吉野　正一 平12. 7.15 薬局
     浜松市東区原島町７３ 常　勤:    4ハート　取締役　吉野 新規 現存
     (薬       4)　正一 平24. 7.15
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1425711,127,7 薬局フォーリア　和合〒433-8127 053-412-6886株式会社　フォーリア加茂　正寛 平12. 7.15 薬局
     店 浜松市中区和合北一丁目１番３２常　勤:    5　代表取締役　曽布川 新規 現存
     号 (薬       5)　和則　・　曽布川　 平24. 7.15
     非常勤:    4洋平
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1426711,130,1 天王あきは薬局 〒435-0052 053-423-3663有限会社マス・メディ鈴木　謙市 平12.11. 1 薬局
     浜松市東区天王町１９４５ー２ 常　勤:    3カル　代表取締役　三 新規 現存
     (薬       3)浦　正人 平24.11. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1427711,132,7 そうで薬局 〒435-0054 053-468-6789有限会社　スリーウェ鈴木　直樹 平12.11. 1 薬局
     浜松市中区早出町２２２ー１２ 常　勤:    1ーブ　鈴木　直樹 新規 現存
     (薬       1) 平24.11. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1428711,135,0 レモン薬局　寺脇店 〒430-0841 053-444-3188株式会社レーベンプラ清水　慎也 平13. 1. 1 薬局
     浜松市南区寺脇町８２８ー４ 常　勤:    2ン　代表取締役　鈴木 新規 現存
     (薬       2)　猛夫 平25. 1. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1429711,136,8 はやし薬局 〒433-8112 053-414-1884有限会社　グロース　林　隆志 平13. 1. 1 薬局
     浜松市北区初生町１１７６ー５ 常　勤:    2取締役　林　隆志 新規 現存
     (薬       2) 平25. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1430711,137,6 きたてら薬局 〒430-0923 053-451-1193メディカルマックス有山本　達郎 平13. 1. 1 薬局
     浜松市中区北寺島町２０９ー１０常　勤:    7限会社　代表取締役　 組織変更 現存
     アソルティ浜松ル・スード１０１(薬       7)平野　雅士 平25. 1. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1431711,144,2 レモン薬局　将監店 〒430-0802 053-468-7620株式会社レーベルプラ深民　昌保 平13. 5.15 薬局
     浜松市東区将監町２４ー５ 常　勤:    1ン　代表取締役　鈴木 新規 現存
     (薬       1)　猛夫 平25. 5.15
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1432711,145,9 はんど薬局 〒430-0802 053-468-7233有限会社　ドレックス内藤　裕乃 平13. 6. 1 薬局
     浜松市東区将監町１２ー５　プレ常　勤:    4・はんど　代表取締役 新規 現存
     ミエール　１０２ (薬       4)　大原　浩幸 平25. 6. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1433711,146,7 レモン薬局　ハート店〒433-8108 053-414-5191株式会社レーベンプラ 住　尚美 平20. 6. 1 薬局
     浜松市北区根洗町５３５－２ 常　勤:    7ン　代表取締役　鈴木 移動 現存
     (薬       7)　猛夫 平26. 6. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1434711,147,5 ハロー薬局　坪井店 〒431-0202 053-445-4666株式会社ヘルスエコノ中村　典夫 平13. 6. 1 薬局
     浜松市西区坪井町４６９９ 常　勤:    1ミクス研究所　代表取 新規 現存
     (薬       1)締役　内山　勝博 平25. 6. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1435711,148,3 バンビ薬局 〒431-3101 053-435-6500有限会社　エスケー　多胡　幸弘 平13. 6. 1 薬局
     浜松市東区豊町２７６２ー２ 常　勤:    2取締役　菊本　聡 組織変更 現存
     (薬       2) 平25. 6. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1436711,149,1 木の香薬局　蜆塚店 〒432-8018 053-450-9290有限会社ケーティーフ清水　良枝 平13. 9. 1 薬局
     浜松市中区蜆塚４ー１８ー１４ 常　勤:    2ァーマ　代表取締役　 新規 現存
     (薬       2)栗原　孝行 平25. 9. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1437711,152,5 フタバ薬局 〒430-0933 053-454-3336株式会社　双葉　代表寺田　美智子 平13.11. 1 薬局
     浜松市中区鍛冶町１００－１ 常　勤:    2取締役　寺田　幸弘 新規 現存
     (薬       2) 平25.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1438711,153,3 株式会社　オレンジ薬〒430-0913 053-469-5177株式会社オレンジ薬局福島　義郎 平13.11. 1 薬局
     局 浜松市中区船越町３４－２５ 常　勤:    2　代表取締役　福島　 新規 現存
     (薬       2)義郎 平25.11. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1439711,155,8 杏林堂薬局　労災病院〒430-0802 053-411-9710株式会社　杏林堂薬局青木　彩 平13.12. 1 薬局
     前店 浜松市東区将監町２４－２２ 常　勤:    2　代表取締役　青田　 新規 現存
     (薬       2)英行 平25.12. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1440711,157,4 杏林堂薬局　富塚店 〒432-8002 053-471-2211株式会社　杏林堂薬局岩佐　陽介 平13.12.15 薬局
     浜松市中区富塚町４５０－１ 常　勤:    8　代表取締役　青田　 新規 現存
     (薬       8)英行 平25.12.15
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1441711,158,2 山内天昌堂薬局 〒435-0004 053-421-0200有限会社山内天昌堂薬山内　ますみ 平13.12. 1 薬局
     浜松市東区中野町２１０４ 常　勤:    1局　代表取締役　山内 組織変更 現存
     (薬       1)　ますみ 平25.12. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1442711,160,8 杏林堂薬局　名塚店 〒430-0811 053-468-1711株式会社　杏林堂薬局長澤　孝真 平15. 3.24 薬局
     浜松市中区名塚町２８２－１ 常　勤:    6　代表取締役　青田　 移動 現存
     (薬       6)英行 平27. 3.24
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1443711,163,2 日本調剤　住吉薬局 〒430-0906 053-412-7161日本調剤株式会社　代三輪　真嗣 平14. 2. 1 薬局
     浜松市中区住吉２－３２－１ 常　勤:    5表取締役　三津原　博 新規 現存
     (薬       5) 平26. 2. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1444711,165,7 オオツボ薬局 〒431-3107 053-434-2504有限会社オオツボ　代大坪　昭英 平19. 4.22 薬局
     浜松市東区笠井町１０７ 常　勤:    1表取締役　大坪　昭英 移動 現存
     (薬       1) 平25. 4.22
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1445711,168,1 住吉グリーン薬局 〒430-0906 053-412-7110有限会社　アニメイト渡 　慎也 平14. 3.15 薬局
     浜松市中区住吉２－１２－１１ 常　勤:    7グリーン　代表取締役 新規 現存
     (薬       7)　松山　基弘 平26. 3.15
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1446711,170,7 えびつか薬局 〒432-8033 053-450-5320有限会社ファルマメイ山岡　丈介 平14. 3.15 薬局
     浜松市中区海老塚２－１７－１７常　勤:    2ト　代表取締役　山岡 新規 現存
     (薬       2)　丈介 平26. 3.15
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1447711,171,5 レモン薬局　和合店 〒433-8125 053-412-7139株式会社レーベンプラ渡辺　佳代子 平14. 4. 1 薬局
     浜松市中区和合町２７－１３ 常　勤:    3ン　代表取締役　鈴木 新規 現存
     (薬       3)　猛夫 平26. 4. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1448711,174,9 しかたに薬局 〒432-8014 053-412-7122有限会社ファーマシー垣本　正人 平14. 4. 1 薬局
     浜松市中区鹿谷町３４－３０ 常　勤:    2・コーポレーション　 新規 現存
     (薬       2)代表取締役　近藤　高 平26. 4. 1
     之
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1449711,177,2 杏林堂薬局　聖隷住吉〒430-0906 053-412-5211株式会社　杏林堂薬局秋山　将 平14. 4. 1 薬局
     病院前店 浜松市中区住吉１－２６－１１ 常　勤:    5　代表取締役　青田　 新規 現存
     (薬       5)英行 平26. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1450711,179,8 いなば薬局 〒433-8122 053-474-1780有限会社いなば薬局　稲葉　義浩 平14. 4. 1 薬局
     浜松市中区上島６ー３０ー７ 常　勤:    1代表取締役　稲葉　和 組織変更 現存
     (薬       1)弘 平26. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1451711,180,6 杏林堂薬局　西伊場店〒432-8038 053-450-5471株式会社　杏林堂薬局大森　洋明 平14. 5.15 薬局
     浜松市中区西伊場町４８－２４ 常　勤:    9　代表取締役　青田　 新規 現存
     (薬       9)英行 平26. 5.15
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1452711,181,4 杏林堂薬局　芳川店 〒430-0826 053-427-1711株式会社　杏林堂薬局齋藤　宏樹 平14. 6.15 薬局
     浜松市南区四本松町４６０－１ 常　勤:    8　代表取締役　青田　 新規 現存
     (薬       8)英行 平26. 6.15
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1453711,183,0 みずは薬局 〒435-0054 053-469-0902有限会社みずは薬局　水谷　彰子 平14. 7.15 薬局
     浜松市中区早出町１６６０－２ 常　勤:    2代表取締役　水谷　彰 新規 現存
     (薬       2)子 平26. 7.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1454711,185,5 トマト薬局 〒430-0825 053-427-1070有限会社マキシマム　西村　友希代 平14. 8. 1 薬局
     浜松市南区下江町３１４ 常　勤:    1取締役　植山　昌利 新規 現存
     (薬       1) 平26. 8. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1455711,186,3 しょうげん薬局 〒430-0802 053-468-7860株式会社マル・コーポ小野島　洋樹 平14. 8. 1 薬局
     浜松市東区将監町２２ー７ 常　勤:    2レーション　代表取締 交代 現存
     (薬       2)役　丸　孝弘 平26. 8. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1456711,187,1 ことぶき薬局 〒430-0826 053-426-3377有限会社ことぶき薬局稲葉　和弘 平14. 9.15 薬局
     浜松市南区四本松町１８７－２ 常　勤:    1　代表取締役　稲葉　 新規 現存
     (薬       1)和弘 平26. 9.15
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1457711,190,5 たかはし薬局 〒430-0906 053-412-2121有限会社タカハシファ高橋　聡 平14.12. 1 薬局
     浜松市中区住吉２－３６－８ 常　勤:    3ーマシー　代表取締役 新規 現存
     (薬       3)　高橋　聡 平26.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1458711,192,1 キョーワ薬局　富塚店〒432-8002 053-479-0840有限会社こすもす　代髙田　江美 平15. 5. 1 薬局
     浜松市中区富塚町１９３３ー１　常　勤:    5表取締役　北原　弘己 交代 現存
     佐鳴湖　パークタウンサウス　１(薬       5) 平27. 5. 1
     階 非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1459711,194,7 Ｐステーション　三方〒433-8108 053-430-6686有限会社　アマゾンフ鈴木　宏昭 平15. 6. 1 薬局
     原薬局 浜松市北区根洗町４７２－３ 常　勤:    2ァーマシー　代表取締 新規 現存
     (薬       2)役　鈴木　宏昭 平27. 6. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1460711,195,4 ミント薬局 〒433-8105 053-414-8310有限会社ミント　代表地本　仁 平15. 7. 1 薬局
     浜松市北区三方原町１６５－５ 常　勤:    3取締役　鈴木　義博 新規 現存
     (歯       1) 平27. 7. 1
     (薬       2)
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1461711,196,2 ひとみ薬局 〒431-1112 053-482-3600有限会社　神谷薬局　久我　明男 平15. 9. 1 薬局
     浜松市西区大人見町３３７３－３常　勤:    1代表取締役　神谷　徳 新規 現存
     (薬       1)彦 平27. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1462711,198,8 フレンド薬局 〒435-0038 053-411-9333有限会社ジョーブメデ村越　数馬 平15. 9.15 薬局
     浜松市南区三和町６１５－３ 常　勤:    3ィカル　代表取締役　 新規 現存
     (薬       3)加藤　謙 平27. 9.15
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1463711,199,6 有限会社シーウイング〒432-8068 053-482-0911有限会社　シーウイン外山　仁志 平15.10. 1 薬局
     　つばさ薬局 浜松市西区大平台３ー２９ー７ 常　勤:    1グ　取締役　外山　仁 交代 現存
     (薬       1)志 平27.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1464711,201,0 やまざき薬局　浜松上〒433-8122 053-412-1340有限会社ヤマザキ・フ大竹　芳房 平15.11.15 薬局
     島店 浜松市中区上島２－１１－１０ 常　勤:    4ァーマシーズ　代表取 新規 現存
     (薬       4)締役　山﨑　卓司 平27.11.15
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1465711,202,8 入野めだか薬局 〒432-8061 053-445-3788有限会社　ファームト木村　須美子 平15.12. 1 薬局
     浜松市西区入野町６３９７－２ 常　勤:    1ラスト　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)太田　学 平27.12. 1
     非常勤:   18
     (薬      18)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1466711,205,1 そうごう薬局　浜松渡〒435-0036 053-411-6871総合メディカル株式会森田　訓子 平16. 6. 1 薬局
     瀬店 浜松市南区渡瀬町３ 常　勤:    1社　代表取締役　坂本 新規 現存
     (薬       1)　賢治 平28. 6. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1467711,206,9 三方原みなみ薬局 〒433-8108 053-430-0711東海ファーマライズ株山﨑　敏寛 平16. 5. 1 薬局
     浜松市北区根洗町５６６ 常　勤:    1式会社　代表取締役　 交代 現存
     (薬       1)鹿犱　徹 平28. 5. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1468711,207,7 こぶた薬局 〒430-0814 053-426-8301有限会社ユタカ薬局　 村　知子 平16. 6. 1 薬局
     浜松市南区恩地町２６３ 常　勤:    2代表取締役　杉浦　信 新規 現存
     (薬       2)昌 平28. 6. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1469711,210,1 ごとう薬局 〒430-0836 053-426-4100株式会社トータルサポ山田　勝夫 平16.10.15 薬局
     浜松市南区福島町２３５－１ 常　勤:    1ート　代表取締役　澤 新規 現存
     (薬       1)田　敏史 平28.10.15
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1470711,213,5 ひくま薬局 〒430-0901 053-471-0990有限会社　ファルマメ篠崎　幸喜 平16.12. 1 薬局
     浜松市中区曳馬５－１７－８ 常　勤:    1イト　代表取締役　山 新規 現存
     (薬       1)岡　丈介 平28.12. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1471711,215,0 あすか薬局　和合店 〒433-8125 053-412-1751株式会社　エイブル　松下　公人 平25.11.25 薬局
     浜松市中区和合町２２０－２５５常　勤:    6代表取締役　藤田　正 移動 現存
     ６ (薬       6)俊 平25.11.25
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1472711,216,8 杏林堂薬局　ピーワン〒435-0052 053-465-7431株式会社　杏林堂薬局荒川　真行 平17. 5.15 薬局
     プラザ天王店 浜松市東区天王町１９８２－３ 常　勤:   12　代表取締役　青田　 新規 現存
     (薬      12)英行 平29. 5.15
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1473711,217,6 おおぞら薬局　有玉店〒431-3122 053-416-1555株式会社ホミネ　代表小栗　一仁 平17. 5.15 薬局
     浜松市東区有玉南町１８４４ 常　勤:    4取締役　太田　敦子 新規 現存
     (薬       4) 平29. 5.15
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1474720,009,6 わかくさ薬局 〒431-3105 053-432-7011平山　和徳 平山　和徳 平28. 4. 1 薬局
     浜松市東区笠井新田町１８０－２常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1475720,010,4 玉木薬局 〒435-0013 053-421-0077玉木　通晴 玉木　通晴 平28.11.22 薬局
     浜松市東区天龍川町１６７－１ 常　勤:    1 交代 現存
     (薬       1) 平28.11.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1476720,011,2 アトム薬局 〒431-3121 053-432-7755下條　浩史 下條　浩史 平30. 2. 1 薬局
     浜松市東区有玉北町１７６０－１常　勤:    1 新規 現存
     ０ (薬       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1477720,012,0 やくろう薬局 〒431-1207 053-488-0896下山　大地 下山　大地 平30. 6. 1 薬局
     浜松市西区村櫛町３９５３－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平30. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
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 1478721,001,2 カトレア薬局 〒432-8051 053-445-4060株式会社　健康第一調増田　智美 平17. 7. 1 薬局
     浜松市南区若林町９２３ー１ 常　勤:    1剤薬局　代表取締役　 交代 現存
     (薬       1)増田　祥典 平29. 7. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1479721,004,6 曳馬ドラゴン薬局 〒430-0901 053-478-7625有限会社　ドラゴンフ古橋　洋三 平17.10. 1 薬局
     浜松市中区曳馬５－４ー４４ 常　勤:    1ァーマシー　取締役　 交代 現存
     (薬       1)古橋　洋三 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1480721,005,3 あるぷす薬局　於呂店〒434-0015 053-588-6811株式会社ベストシステ彦坂　充代 平17.12. 1 薬局
     浜松市浜北区於呂２９２１－１ 常　勤:    3ム　代表取締役　溝口 新規 現存
     (薬       3)　久義 平29.12. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1481721,006,1 クスリのヨシダ本店 〒434-0038 053-587-7777株式会社ヨシダ　代表吉田　千佳代 平18. 2. 1 薬局
     浜松市浜北区貴布祢１０１－２ 常　勤:    2取締役　吉田　行緒 新規 現存
     (薬       2) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1482721,007,9 このみ薬局 〒431-2213 053-542-3771有限会社ジョーブメデ堀内　保宏 平18. 4. 1 薬局
     浜松市北区引佐町金指１５７８－常　勤:    3ィカル　代表取締役　 新規 現存
     ９ (薬       3)加藤　謙 平30. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1483721,008,7 まごころ薬局　入野店〒432-8061 053-445-4511有限会社　誠　代表取山下　さち 平18. 4. 1 薬局
     浜松市西区入野町９８６３－３ 常　勤:    6締役　米田　祐希 新規 現存
     (薬       6) 平30. 4. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1484721,009,5 神田いちご薬局 〒432-8047 053-444-5200有限会社　ファームト中野　元生 平18. 3.20 薬局
     浜松市中区神田町４９９ー２ 常　勤:    2ラスト　代表取締役　 交代 現存
     (薬       2)太田　学 平30. 3.20
     非常勤:   12
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1485721,010,3 ショーワ薬局 〒430-0846 053-443-2722株式会社アミカーレ　松本　一彦 平18. 4. 1 薬局
     浜松市南区白羽町７１－１ 常　勤:    2代表取締役　曽布川　 新規 現存
     (薬       2)和則 平30. 4. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
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 1486721,011,1 薬局フォーリア　野口〒430-0919 053-469-1313株式会社　フォーリア安井　真一 平19.11.26 薬局
     店 浜松市中区野口町３５２ 常　勤:    4　代表取締役　曽布川 移動 現存
     (薬       4)　和則　・　曽布川　 平25.11.26
     非常勤:    4洋平
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1487721,012,9 宮口グリーン薬局 〒434-0004 053-580-1500有限会社　アニメイト吉田　朋弘 平18. 4. 1 薬局
     浜松市浜北区宮口８３７－４ 常　勤:    3グリーン　代表取締役 新規 現存
     (薬       3)　松山　基弘 平30. 4. 1
     非常勤:   15
     (薬      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1488721,013,7 若林たいが薬局 〒432-8051 053-445-4193メディカルマックス有坂井　崇 平18. 4. 1 薬局
     浜松市南区若林町２１１－１ 常　勤:    9限会社　代表取締役　 組織変更 現存
     (薬       9)平野　雅士 平30. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1489721,014,5 リード調剤薬局 〒435-0051 053-421-8118株式会社ヒロム　代表杉山　裕司 平18. 5. 1 薬局
     浜松市東区市野町２４６１－５ 常　勤:    2取締役　水野　比呂志 新規 現存
     (薬       2) 平30. 5. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1490721,017,8 南山堂薬局　雄踏店 〒431-0102 053-596-5540株式会社南山堂　代表出雲　孝志 平18. 6. 1 薬局
     浜松市西区雄踏町宇布見７９８１常　勤:    1取締役　新庄　正志 新規 現存
     (薬       1) 平30. 6. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1491721,021,0 馬郡薬局 〒431-0203 053-597-1046株式会社ベストシステ渡辺　貴代子 平18.10. 1 薬局
     浜松市西区馬郡町４０４２ 常　勤:    5ム　代表取締役　溝口 組織変更 現存
     (薬       5)　久義 平24.10. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1492721,022,8 くまさん薬局 〒433-8117 053-438-6189株式会社ＫＴＰ　代表髙橋　由介 平18.11. 1 薬局
     浜松市中区高丘東４－５－３７ 常　勤:    1取締役　高橋　由介 新規 現存
     (薬       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1493721,023,6 杏林堂薬局　志都呂店〒432-8069 053-415-0077株式会社　杏林堂薬局濱島　弘喜 平18.12.15 薬局
     浜松市西区志都呂１－１－１ 常　勤:   10　代表取締役　青田　 新規 現存
     (薬      10)英行 平24.12.15
     非常勤:   15
     (薬      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1494721,025,1 つづき薬局 〒431-1402 053-528-1771株式会社　くろやなぎ畔柳　純子 平19. 1. 1 薬局
     浜松市北区三ケ日町都筑２４８０常　勤:    1　代表取締役　畔柳　 組織変更 現存
     －３ (薬       1)明 平25. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1495721,029,3 薬局マツモトキヨシ浜〒430-0929 053-456-5861株式会社マツモトキヨ森島　規充 平19. 4. 1 薬局
     松中央店 浜松市中区中央１－１－１ 常　勤:    6シ　代表取締役　大田 新規 現存
     (薬       6)　貴雄 平25. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1496721,032,7 杏林堂薬局　エキマチ〒430-0926 053-415-0077株式会社　杏林堂薬局影山　哲義 平19. 4. 1 薬局
     店 浜松市中区砂山町６－２ 常　勤:    6　代表取締役　青田　 新規 現存
     (薬       6)英行 平25. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1497721,033,5 エス薬局　みしま店 〒430-0853 053-489-5777株式会社ファーマスト坂井　早百合 平19. 4. 1 薬局
     浜松市南区三島町１１２８ 常　勤:    1　代表取締役　森部　 新規 現存
     (薬       1)朗 平25. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1498721,034,3 あい薬局 〒435-0046 053-468-6611有限会社エムアンドエ田中　幸彦 平19. 4.15 薬局
     浜松市東区丸塚町２６８－１ 常　勤:    1フ　代表取締役　福崎 新規 現存
     (薬       1)　一夫 平25. 4.15
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1499721,036,8 しとろ調剤薬局 〒432-8069 053-445-4545有限会社メディカルサ糟谷　由紀 平19. 6.15 薬局
     浜松市西区志都呂２－３９－９ 常　勤:    1ンフラワー　取締役　 新規 現存
     (薬       1)市川　智康 平25. 6.15
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1500721,040,0 すみれ薬局　引佐店 〒431-2213 053-542-1611株式会社ヘルスエコノ清水　秀一 平19. 7. 1 薬局
     浜松市北区引佐町金指１０２４ー常　勤:    1ミクス研究所　代表取 交代 現存
     ６ (薬       1)締役　内山　勝博 平25. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1501721,042,6 アイリス薬局 〒432-8038 053-452-9990株式会社あおい調剤　三浦　宗則 平19. 7. 1 薬局
     浜松市中区西伊場町５８番１７号常　勤:    2代表取締役　加藤　謙 組織変更 現存
     (薬       2) 平25. 7. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1502721,045,9 あおい薬局　入野店 〒432-8061 053-445-5555株式会社あおい調剤　小澤　大祐 平19. 9. 1 薬局
     浜松市西区入野町１６１０１－８常　勤:    1代表取締役　加藤　謙 新規 現存
     　南平台マンション　１０７号室(薬       1) 平25. 9. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1503721,046,7 エムハート薬局　せき〒431-3114 053-431-1310株式会社ミック　代表中村　瑞希 平19.10. 1 薬局
     し店 浜松市東区積志町１６３０－３ 常　勤:    2取締役　中川　春原 新規 現存
     (薬       2) 平25.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1504721,047,5 あすか薬局　蜆塚店 〒432-8018 053-450-5151株式会社エイブル　代山口　奈々世 平19.10.15 薬局
     浜松市中区蜆塚３－１－９ 常　勤:    2表取締役　藤田　正俊 新規 現存
     (薬       2) 平25.10.15
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1505721,048,3 ひまわり薬局　気賀店〒431-1305 053-527-3800株式会社　ひまわり気原　佳也 平19.10. 1 薬局
     浜松市北区細江町気賀１５６－３常　勤:    2賀　代表取締役　伊藤 交代 現存
     (薬       2)　テルコ 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1506721,050,9 野の花薬局 〒433-8113 053-489-9011有限会社　ファルマメ渥美　秀紀 平19.11.15 薬局
     浜松市中区小豆餅１－１７－１２常　勤:    1イト　代表取締役　山 新規 現存
     (薬       1)岡　丈介 平25.11.15
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表［静岡県］

［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   197 頁

 1507721,052,5 あい薬局　向宿店 〒430-0851 053-467-2221有限会社　エムアンド山口　好江 平20. 1. 1 薬局
     浜松市中区向宿１丁目２１ー１６常　勤:    1エフ　代表取締役　福 交代 現存
     (薬       1)崎　一夫 平26. 1. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1508721,053,3 しろくま薬局 〒433-8112 053-581-7777株式会社　アクア・フ原　大典 平20. 3.15 薬局
     浜松市北区初生町４０５－８ 常　勤:    1ァーマ　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)原　大典 平26. 3.15
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1509721,054,1 ドレミ薬局 〒430-0852 053-468-7766有限会社　マルコ　代小笠原　広江 平20. 3. 1 薬局
     浜松市中区領家２－１－５ 常　勤:    1表取締役　小笠原　俊 交代 現存
     (薬       1)拓 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1510721,055,8 しましま薬局 〒430-0853 053-444-3388株式会社エムズレイズ八本　匡人 平20. 4. 1 薬局
     浜松市南区三島町１７８４－４ 常　勤:    2　代表取締役　川﨑　 新規 現存
     (薬       2)達也 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1511721,057,4 薬局フォーリア　小池〒435-0056 053-411-5556株式会社　フォーリア増井　俊充 平20. 4. 1 薬局
     店 浜松市東区小池町２６６１－３ 常　勤:    3　代表取締役　曽布川 新規 現存
     (薬       3)　和則　・　曽布川　 平26. 4. 1
     非常勤:    3洋平
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1512721,058,2 クリエイトエス・ディ〒431-3125 053-432-5215株式会社クリエイトエ東　弘幸 平20. 5.15 薬局
     ー　浜松半田山店薬局浜松市東区半田山４－３０－６ 常　勤:    5ス・ディー　代表取締 新規 現存
     (薬       5)役　廣瀨　泰三 平26. 5.15
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1513721,059,0 エス薬局　ひくま店 〒430-0902 053-473-1377株式会社ファーマスト武内　里紗 平20. 6.15 薬局
     浜松市中区曳馬６丁目８－１６ 常　勤:    1　代表取締役　森部　 新規 現存
     (薬       1)朗 平26. 6.15
     非常勤:   19
     (薬      19)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1514721,060,8 あおい薬局　宮竹店 〒435-0043 053-468-0070株式会社あおい調剤　藤森　将弘 平20. 8. 1 薬局
     浜松市東区宮竹町９３－１ 常　勤:    2代表取締役　加藤　謙 新規 現存
     (薬       2) 平26. 8. 1
     非常勤:   12
     (薬      12)
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 1515721,061,6 エムハート薬局　たま〒430-0944 053-457-7002株式会社ミック　代表本間　悠樹 平20. 8. 1 薬局
     ち店 浜松市中区田町３１５－３４　ウ常　勤:    1取締役　中川　春原 新規 現存
     ィンズ笠井屋ビルディング　１階(薬       1) 平26. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1516721,062,4 西ヶ崎グリーン薬局 〒431-3115 053-432-6600有限会社　アニメイト野崎　敦 平20.10. 1 薬局
     浜松市東区西ケ崎町１０５１－２常　勤:    4グリーン　代表取締役 新規 現存
     (薬       4)　松山　基弘 平26.10. 1
     非常勤:   14
     (薬      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1517721,063,2 エムハート薬局　てら〒430-0925 053-450-2622株式会社ミック　代表鈴木　智子 平20.10. 1 薬局
     じま店 浜松市中区寺島町１６６－２ 常　勤:    1取締役　中川　春原 新規 現存
     (薬       1) 平26.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1518721,064,0 エムハート薬局　三方〒433-8105 053-430-0055株式会社ミック　代表藤田　貴也 平20.10. 1 薬局
     原店 浜松市北区三方原町１２９３－３常　勤:    1取締役　中川　春原 新規 現存
     (薬       1) 平26.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1519721,065,7 イオン薬局　浜松市野〒435-0052 053-468-1766イオンリテール株式会白石　武志 平20. 9.26 薬局
     店 浜松市東区天王町字諏訪１９８１常　勤:   11社　代表取締役　岡崎 移動 現存
     －３ (薬      11)　双一 平26. 9.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1520721,066,5 イオン薬局　浜松西店〒432-8061 053-449-5519イオンリテール株式会杉山　大介 平20. 8.21 薬局
     浜松市西区入野町６２４４－１ 常　勤:    2社　代表取締役　岡崎 交代 現存
     (薬       2)　双一 平26. 8.21
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1521721,067,3 イオン薬局　浜松志都〒432-8069 053-415-1501イオンリテール株式会池上　竜平 平20. 8.21 薬局
     呂店 浜松市西区志都呂２－３７－１ 常　勤:    7社　代表取締役　岡崎 交代 現存
     (薬       7)　双一 平26. 8.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1522721,068,1 おおぞら薬局　雄踏店〒431-0102 053-489-6343株式会社ホミネ　代表平岡　光夫 平20.11. 1 薬局
     浜松市西区雄踏町宇布見４８９３常　勤:    2取締役　太田　敦子 新規 現存
     －１ (薬       2) 平26.11. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
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 1523721,069,9 ユタカ薬局 〒430-0853 053-443-0074株式会社　エムピーオ村上　由人 平20.10. 1 薬局
     浜松市南区三島町１３０ー２ 常　勤:    2フィス　代表取締役　 交代 現存
     (薬       2)村上　由人 平26.10. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1524721,073,1 あるぷす薬局　なめだ〒432-8031 053-450-2277株式会社ベストシステ松島　義 平21. 1. 1 薬局
     店 浜松市中区平田町４９－２ 常　勤:    4ム　代表取締役　溝口 新規 現存
     (薬       4)　久義 平27. 1. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1525721,075,6 有玉あきは薬局 〒431-3121 053-432-5551株式会社レラ・フィー宮城島　千代 平21. 2. 1 薬局
     浜松市東区有玉北町１９９２－２常　勤:    1ド　代表取締役　三浦 新規 現存
     (薬       1)　正人 平27. 2. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1526721,076,4 おおぞら薬局　舞阪店〒431-0212 053-543-9270株式会社ホミネ　代表山田　裕子 平21. 1. 1 薬局
     浜松市西区舞阪町長十新田１２ 常　勤:    1取締役　太田　敦子 交代 現存
     (薬       1) 平27. 1. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1527721,077,2 日本調剤　三方原薬局〒433-8108 053-430-2051日本調剤株式会社　代龜谷　樹良 平21. 3. 1 薬局
     浜松市北区根洗町５５０－４ 常　勤:    2表取締役　三津原　博 新規 現存
     (薬       2) 平27. 3. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1528721,078,0 おおぞら薬局　都田店〒431-2102 053-415-8877株式会社ホミネ　代表新井　寿樹 平21. 4. 1 薬局
     浜松市北区都田町９３０７－２５常　勤:    3取締役　太田　敦子 新規 現存
     (薬       3) 平27. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1529721,080,6 薬局アザレア　大平台〒432-8068 053-482-3888株式会社レーベンプラ髙部　憲一郎 平21. 3. 1 薬局
     店 浜松市西区大平台１－２２－３１常　勤:    3ン　代表取締役　鈴木 交代 現存
     (薬       3)　猛夫 平27. 3. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1530721,081,4 薬局アザレア　三方原〒433-8108 053-414-0600株式会社レーベンプラ橋本　達広 平21. 3. 1 薬局
     店 浜松市北区根洗町５６０－２ 常　勤:    5ン　代表取締役　鈴木 交代 現存
     (薬       5)　猛夫 平27. 3. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1531721,083,0 杏林堂薬局　浜松医療〒432-8021 053-413-3811株式会社　杏林堂薬局髙田　智 平21. 5. 1 薬局
     センター前店 浜松市中区佐鳴台５ー５ー４ 常　勤:    7　代表取締役　青田　 交代 現存
     (薬       7)英行 平27. 5. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1532721,088,9 のどか薬局 〒432-8002 053-412-1555株式会社　ネオルーモ小野　まなみ 平21. 8. 1 薬局
     浜松市中区富塚町５０６９－９ 常　勤:    2　代表取締役　小野　 新規 現存
     (薬       2)友久 平27. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1533721,090,5 クリエイト薬局　浜松〒432-8044 053-444-5181株式会社クリエイトエ児玉　均 平21.10. 1 薬局
     南浅田店 浜松市中区南浅田２－１８－３４常　勤:    8ス・ディー　代表取締 新規 現存
     (薬       8)役　廣瀨　泰三 平27.10. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1534721,091,3 和み薬局 〒433-8125 053-475-0753有限会社あけぼの　代大 　美よし 平21.11. 1 薬局
     浜松市中区和合町２２０－２４８常　勤:    1表取締役　鈴木典子 新規 現存
     ８ (薬       1) 平27.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1535721,093,9 薬局なかたじま 〒430-0845 053-441-2580有限会社ファーマシー近藤　高之 平21.11. 1 薬局
     浜松市南区中田島町４４４－２ 常　勤:    3・コーポレーション　 新規 現存
     (薬       3)代表取締役　近藤　高 平27.11. 1
     之
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1536721,094,7 あさひ薬局 〒433-8105 053-438-8100株式会社トータルサポ山本　知佳 平21.11. 1 薬局
     浜松市北区三方原町２１６２－１常　勤:    1ート　代表取締役　澤 新規 現存
     ０ (薬       1)田　敏史 平27.11. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1537721,096,2 あるぷす薬局　富塚店〒432-8002 053-412-1155株式会社ベストシステ西尾　亮介 平22. 1. 1 薬局
     浜松市中区富塚町１０３８－１ 常　勤:    3ム　代表取締役　溝口 新規 現存
     (薬       3)　久義 平28. 1. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1538721,098,8 薬局アザレア　鴨江店〒432-8023 053-457-7711株式会社レーベンプラ髙橋　智幸 平22. 1. 1 薬局
     浜松市中区鴨江１－８－２ 常　勤:    1ン　代表取締役　鈴木 交代 現存
     (薬       1)　猛夫 平28. 1. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1539721,099,6 まごころ薬局　上新屋〒435-0053 053-545-5458有限会社金剛　代表取深井　一弘 平22. 2. 1 薬局
     店 浜松市東区上新屋町２２７－１ 常　勤:    1締役　米田　博文 新規 現存
     (薬       1) 平28. 2. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1540721,100,2 あい薬局　内野店 〒434-0044 053-584-3122有限会社エムアンドエ川﨑　薫 平22. 2. 1 薬局
     浜松市浜北区内野２６３９－１ 常　勤:    2フ　代表取締役　福崎 交代 現存
     (薬       2)　一夫 平28. 2. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1541721,104,4 おおぞら薬局　佐鳴台〒432-8021 053-482-8551株式会社ホミネ　代表高橋　太郎 平24. 5. 1 薬局
     店 浜松市中区佐鳴台３－５２－２２常　勤:    1取締役　太田　敦子 移動 現存
     (薬       1) 平30. 5. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1542721,105,1 小林薬局 〒434-0031 053-545-4008株式会社ドラッグスト市野　宏和 平22.11. 1 薬局
     浜松市浜北区小林１１９１－１ 常　勤:    2アウシオ　代表取締役 新規 現存
     (薬       2)　平尾　耿介 平28.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1543721,106,9 瓜内薬局 〒430-0854 053-444-3525株式会社リバホープ　山本　守人 平22.10. 1 薬局
     浜松市南区瓜内町８３２ 常　勤:    1代表取締役　川津　徹 交代 現存
     (薬       1) 平28.10. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1544721,108,5 きぶね薬局 〒434-0038 053-545-5561株式会社グット・ファ内山　秀樹 平22.12. 1 薬局
     浜松市浜北区貴布祢６００－５ 常　勤:    5ーマシー　代表取締役 新規 現存
     (薬       5)　溝口　久義 平28.12. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1545721,109,3 あおい薬局　天王店 〒435-0052 053-411-2666株式会社あおい調剤　鈴木　智彦 平23. 1. 1 薬局
     浜松市東区天王町１６７６－２ 常　勤:    1代表取締役　加藤　謙 新規 現存
     (薬       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1546721,110,1 かぐら薬局 〒435-0016 053-411-1166株式会社あおい調剤　中村　安宏 平23. 3. 1 薬局
     浜松市東区和田町２００－３ 常　勤:    1代表取締役　加藤　謙 新規 現存
     (薬       1) 平29. 3. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1547721,112,7 杏林堂薬局　姫街道店〒433-8111 053-439-9311株式会社杏林堂薬局　大松　義明 平23. 5. 1 薬局
     浜松市中区葵西３－６－１ 常　勤:    8代表取締役　青田　英 新規 現存
     (薬       8)行 平29. 5. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1548721,114,3 あすなろ薬局 〒435-0004 053-423-5050株式会社ＹＳファーマ柴田　悠喜 平23. 9. 1 薬局
     浜松市東区中野町２２８０ 常　勤:    1　代表取締役　柴田　 新規 現存
     (薬       1)悠喜 平29. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1549721,115,0 アンク薬局 〒434-0014 053-584-0078株式会社Ｍｅｄｉｃａ渥美　将彦 平23.10. 1 薬局
     浜松市浜北区本沢合８００ 常　勤:    3ｌ　Ａｎｋｈ　代表取 新規 現存
     (薬       3)締役　渥美　将彦 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1550721,116,8 高丘ガイド薬局 〒433-8117 053-420-3939有限会社ファーマシー山崎　大輔 平23.10. 1 薬局
     浜松市中区高丘東４－６－３６ 常　勤:    2・コーポレーション　 新規 現存
     (薬       2)代表取締役　近藤　高 平29.10. 1
     之
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1551721,117,6 かおり薬局 〒432-8062 053-445-2339株式会社アイエヌジー稲川　幸子 平23.10. 1 薬局
     浜松市南区増楽町１５１３－４ 常　勤:    3　代表取締役　稲川　 組織変更 現存
     (薬       3)幸右 平29.10. 1
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 1552721,118,4 薬局フォーリア元浜店〒430-0942 053-412-6060株式会社フォーリア　浅井　希美 平23.10. 1 薬局
     浜松市中区元浜町３０１－３ 常　勤:    2代表取締役　曽布川　 交代 現存
     (薬       2)和則・曽布川　洋平 平29.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1553721,120,0 パール薬局 〒434-0031 053-585-3130株式会社パール薬局　小林　功治 平23.11. 1 薬局
     浜松市浜北区小林１１０５－７ 常　勤:    3代表取締役　太田　裕 新規 現存
     (薬       3)人 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1554721,121,8 どんぐり薬局 〒433-8113 053-416-0181株式会社どんぐり　代小坂　和宏 平23.11. 1 薬局
     浜松市中区小豆餅４－４－２２ 常　勤:    3表取締役　小坂　和宏 組織変更 現存
     (薬       3) 平29.11. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1555721,123,4 寿仙堂薬局 〒432-8062 053-445-2525株式会社エムズレイズ紅林　美晴 平23.12. 1 薬局
     浜松市南区増楽町８２３－１ 常　勤:    2　代表取締役　川﨑　 新規 現存
     (薬       2)達也 平29.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1556721,125,9 かんざんじ薬局 〒431-1209 053-487-2125株式会社グット・ファ足立　晋太郎 平23.12. 1 薬局
     浜松市西区舘山寺町２６８６－２常　勤:    2ーマシー　代表取締役 新規 現存
     (薬       2)　溝口　久義 平29.12. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1557721,126,7 半田町薬局 〒431-3124 053-431-0500株式会社　マインド　小黒　聡史 平22. 4. 1 薬局
     浜松市東区半田町１６２２－１ 常　勤:    1代表取締役　野村　信 新規 現存
     (薬       1)介 平28. 4. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1558721,127,5 三ヶ日ドリーム薬局 〒431-1415 053-524-2222株式会社　ＣＡＭＥＬ田内　正純 平22. 4. 1 薬局
     浜松市北区三ケ日町岡本８２２－常　勤:    4・ＤＲＥＡＭ　代表取 新規 現存
     ３ (薬       4)締役　池畑　純一 平28. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1559721,128,3 ときわ薬局 〒430-0917 053-413-6006株式会社　クレアシオ鈴木　 平22. 4. 1 薬局
     浜松市中区常盤町１３３－２０ 常　勤:    2ン　代表取締役　中西 新規 現存
     (薬       2)　美沙子 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1560721,129,1 あおい薬局　初生店 〒433-8112 053-430-2811株式会社あおい調剤　有田　明弘 平22. 5. 1 薬局
     浜松市北区初生町３８１－８ 常　勤:    1代表取締役　加藤　謙 新規 現存
     (薬       1) 平28. 5. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1561721,130,9 おくやま薬局 〒431-2224 053-543-1188株式会社Ｄアマング　望月　志須雄 平22. 5. 1 薬局
     浜松市北区引佐町奥山３０５－７常　勤:    2代表取締役　小笠原　 交代 現存
     (薬       2)由佳奈 平28. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1562721,131,7 コナン薬局 〒431-0203 053-597-0755株式会社Ｄアマング　田中　聖人 平22. 5. 1 薬局
     浜松市西区馬郡町６０５２ 常　勤:    2代表取締役　小笠原　 交代 現存
     (薬       2)由佳奈 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1563721,132,5 みかん薬局 〒431-1404 053-528-0158株式会社Ｄアマング　譲原　康夫 平22. 5. 1 薬局
     浜松市北区三ケ日町宇志１２－２常　勤:    2代表取締役　小笠原　 交代 現存
     (薬       2)由佳奈 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1564721,133,3 杏林堂薬局　浜松医科〒431-3125 053-431-3711株式会社　杏林堂薬局澤元　祐子 平22. 7. 1 薬局
     大学付属病院前店 浜松市東区半田山４－１－１２ 常　勤:    5　代表取締役　青田　 新規 現存
     (薬       5)英行 平28. 7. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1565721,134,1 あおい薬局内野店 〒434-0044 053-584-5530株式会社あおい調剤　水野　輸孝 平24. 1. 1 薬局
     浜松市浜北区内野２４０５－１ 常　勤:    1代表取締役　加藤　謙 新規 現存
     (薬       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1566721,135,8 恩地薬局 〒430-0814 053-545-7111有限会社ファーマシー石貝　嘉幸 平24. 1. 1 薬局
     浜松市南区恩地町３５４－２ 常　勤:    3・コーポレーション　 新規 現存
     (薬       3)代表取締役　近藤　高 平30. 1. 1
     之
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 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［静岡県］

［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   205 頁

 1567721,136,6 ささがせ第一薬局 〒435-0042 053-423-7000株式会社ヒロム　水野佐々木　直子 平24. 1. 1 薬局
     浜松市東区篠ヶ瀬町４３４ー８ 常　勤:    1　比呂志 交代 現存
     (薬       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1568721,137,4 薬局アザレア浅田店 〒432-8045 053-451-7070株式会社レーベンプラ西ケ谷　亮行 平24. 2. 1 薬局
     浜松市中区西浅田２－１－１８ 常　勤:    2ン　代表取締役　鈴木 新規 現存
     (薬       2)　猛夫 平30. 2. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1569721,138,2 にんにん薬局 〒433-8112 053-414-2121ハットリ株式会社　代服部　正治 平24. 2. 1 薬局
     浜松市北区初生町１１１２－３ 常　勤:    1表取締役　服部　正治 新規 現存
     (薬       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1570721,139,0 あるぷす薬局　上島店〒433-8122 053-478-7070株式会社ベストシステ河野　敦子 平24. 3. 1 薬局
     浜松市中区上島５－１２－２９ 常　勤:    1ム　代表取締役　溝口 新規 現存
     (薬       1)　久義 平30. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1571721,140,8 アリス薬局上浅田店 〒432-8042 053-444-6768株式会社エヌエスピー大谷　一仁 平24. 4. 1 薬局
     浜松市中区上浅田１－１３－４ 常　勤:    1　代表取締役　鈴木　 新規 現存
     (薬       1)典之 平30. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1572721,142,4 あおい薬局中央店 〒430-0925 053-450-7333株式会社あおい調剤　澤出　和成 平24. 5. 1 薬局
     浜松市中区寺島町３００－９ 常　勤:    1代表取締役　加藤　謙 新規 現存
     (薬       1) 平30. 5. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1573721,143,2 杏林堂薬局　メイワン〒430-0926 053-454-7211株式会社杏林堂薬局　土屋　舞希子 平24. 5. 1 薬局
     エキチカ調剤センター浜松市中区砂山町６－１ 常　勤:    3代表取締役　青田　英 新規 現存
     (薬       3)行 平30. 5. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1574721,145,7 船越あひる薬局 〒430-0913 053-581-8949有限会社ファームトラ武井　優 平24. 6. 1 薬局
     浜松市中区船越町６－２３ 常　勤:    3スト　代表取締役　太 新規 現存
     (薬       3)田　学 平30. 6. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1575721,146,5 たんぽぽ薬局 〒432-8069 053-489-3434有限会社メディカル・神門　光昭 平24. 6. 1 薬局
     浜松市西区志都呂２－２２－１３常　勤:    1サンフラワー　取締役 新規 現存
     (薬       1)　市川　智康 平30. 6. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1576721,147,3 杏林堂薬局　新浜松駅〒430-0933 053-451-7711株式会社杏林堂薬局　山梨　航 平24. 6. 1 薬局
     前調剤センター 浜松市中区鍛冶町１４０－４ 常　勤:    4代表取締役　青田　英 新規 現存
     (薬       4)行 平30. 6. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1577721,148,1 ゆい薬局上島店 〒433-8122 053-412-6688株式会社グッド・ファ山本　幸洋 平24. 7. 1 薬局
     浜松市中区上島５－２１－２６ 常　勤:    2ーマシー　代表取締役 新規 現存
     (薬       2)　溝口　久義 平24. 7. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1578721,149,9 はまはま薬局 〒430-0835 053-427-3737株式会社エムズレイズ久保井　貴子 平24. 7. 1 薬局
     浜松市南区遠州浜２－１５－２６常　勤:    1　代表取締役　川﨑　 新規 現存
     (薬       1)達也 平24. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1579721,150,7 スギ薬局　浜松飯田店〒435-0028 053-411-3555株式会社スギ薬局　代当田　達也 平24. 7. 1 薬局
     浜松市南区飯田町６８１－１ 常　勤:    1表取締役　 原　栄一 新規 現存
     (薬       1) 平24. 7. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1580721,152,3 新橋薬局 〒432-8058 053-415-1510株式会社マスボシ　代古瀬　武幸 平24. 8. 1 薬局
     浜松市南区新橋町１７２２－３ 常　勤:    1表取締役　古瀬　武幸 交代 現存
     (薬       1) 平24. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1581721,153,1 入野薬局 〒432-8061 053-445-5707株式会社タカヒロ　代秋葉　貴博 平24. 8. 1 薬局
     浜松市西区入野町９４３５－３ 常　勤:    1表取締役　秋葉　貴博 交代 現存
     (薬       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1582721,156,4 助信駅前薬局 〒430-0911 053-465-3890合同会社ネオゼファー中根　達男 平24. 9. 1 薬局
     浜松市中区新津町４０－１－１０常　勤:    1　代表社員　中根　達 交代 現存
     １サンポートビル１階 (薬       1)男 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1583721,157,2 三方原グリーン薬局 〒433-8105 053-414-1500有限会社アニメイトグ鈴木　順也 平24.10. 1 薬局
     浜松市北区三方原町２３６－４ 常　勤:    1リーン　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)松山　基弘 平24.10. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1584721,159,8 イシヅ薬局子安店 〒435-0015 053-460-5505株式会社イシヅ　代表石津　史郎 平25. 1. 1 薬局
     浜松市東区子安町３０６ー８ 常　勤:    1取締役　石津　史郎 交代 現存
     (薬       1) 平25. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1585721,160,6 杏林堂薬局遠州病院前〒430-0929 053-453-3911株式会社杏林堂薬局　宮本　明奈 平25. 2. 1 薬局
     店 浜松市中区中央１－５－１ 常　勤:    2代表取締役　青田　英 新規 現存
     (薬       2)行 平25. 2. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1586721,162,2 くるみ薬局 〒431-2102 053-428-9117株式会社胡桃　代表取鈴木　伸吾 平25. 2. 8 薬局
     浜松市北区都田町８５７３－２ 常　勤:    1締役　鈴木　伸吾 組織変更 現存
     (薬       1) 平25. 2. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1587721,163,0 あっぷる調剤薬局さな〒432-8021 053-457-0323株式会社ジェイ・エイ伊藤　せつ子 平25. 4. 1 薬局
     る台店 浜松市中区佐鳴台５－１５－３６常　勤:    1チ・ピー　代表取締役 新規 現存
     (薬       1)　伊藤　善康 平25. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1588721,164,8 ことり薬局 〒432-8002 053-412-5200株式会社トータルサポ渡邊　久実 平25. 4. 1 薬局
     浜松市中区富塚町１４８３－８ 常　勤:    1ート　代表取締役　澤 新規 現存
     (薬       1)田　敏史 平25. 4. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1589721,166,3 杏林堂薬局　高塚調剤〒432-8065 053-440-6611株式会社杏林堂薬局　松本　尚子 平25. 4. 1 薬局
     センター 浜松市南区高塚町１６０９－１ 常　勤:    2代表取締役　青田　英 新規 現存
     (薬       2)行 平25. 4. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1590721,167,1 杏林堂薬局新津店 〒430-0911 053-411-1411株式会社杏林堂薬局　影山　恒太 平25. 5. 1 薬局
     浜松市中区新津町５８３ 常　勤:    7代表取締役　青田　英 新規 現存
     (薬       7)行 平25. 5. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1591721,168,9 あすか薬局下石田店 〒435-0006 053-421-7111株式会社　エイブル　井村　千登利 平25. 6. 1 薬局
     浜松市東区下石田町２７３－１ 常　勤:    3代表取締役　藤田　正 新規 現存
     (薬       3)俊 平25. 6. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1592721,169,7 プライマリープラス薬〒430-0926 053-450-3000株式会社ヒロム　代表堀江　知裕 平25. 6. 1 薬局
     局 浜松市中区砂山町３２９－１ 常　勤:    1取締役　水野　比呂志 新規 現存
     (薬       1) 平25. 6. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1593721,170,5 ハーバル薬局 〒431-3125 053-431-4189株式会社杏林堂薬局　齋藤　聡夫 平25. 5. 1 薬局
     浜松市東区半田山４ー３１ー５ 常　勤:    8代表取締役　青田　英 交代 現存
     (薬       8)行 平25. 5. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1594721,171,3 杏林堂薬局小豆餅店 〒433-8113 053-438-3101株式会社杏林堂薬局　鈴木　義史 平25. 6. 1 薬局
     浜松市中区小豆餅４－１７－１５常　勤:    5代表取締役　青田　英 新規 現存
     (薬       5)行 平25. 6. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1595721,172,1 はんど薬局浜北わかば〒434-0042 053-581-9393有限会社ドレックス・大原　浩幸 平25. 7. 1 薬局
     店 浜松市浜北区小松１３１－１ 常　勤:    2はんど　代表取締役　 新規 現存
     (薬       2)大原　浩幸 平25. 7. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1596721,173,9 葵町あきは薬局 〒433-8111 053-430-2121株式会社　レラ・フィ野末　清美 平25. 8. 1 薬局
     浜松市中区葵西４－２０－２０ 常　勤:    2ード　代表取締役　三 新規 現存
     (薬       2)浦　正人 平25. 8. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1597721,174,7 あおい薬局幸店 〒433-8123 053-412-0777株式会社あおい調剤　東山　祐介 平25. 8. 1 薬局
     浜松市中区幸１－１５－３ 常　勤:    1代表取締役　加藤　謙 新規 現存
     (薬       1) 平25. 8. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1598721,175,4 薬局フォーリア細江店〒431-1304 053-527-2525株式会社フォーリア　堀井　雄樹 平25. 8. 1 薬局
     浜松市北区細江町中川７１７２－常　勤:    1代表取締役　曽布川　 新規 現存
     ２６２０ (薬       1)和則 平25. 8. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1599721,176,2 あけぼの薬局城北店 〒432-8011 053-471-3333株式会社あけぼの　新佐藤　教子 平25. 8. 1 薬局
     浜松市中区城北２－１５－１３ 常　勤:    1村　理恵子 交代 現存
     (薬       1) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1600721,178,8 笠井薬局 〒431-3105 053-431-1881株式会社ヤクセン　代可知　早百合 平25.10. 1 薬局
     浜松市東区笠井新田町１９７ 常　勤:    3表取締役　 　幸夫 新規 現存
     (薬       3) 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1601721,179,6 クリエイト薬局浜松浜〒434-0038 053-584-0071株式会社クリエイトエ小西　明 平25.10. 1 薬局
     北店 浜松市浜北区貴布祢８３１－３ 常　勤:    2ス・ディー　代表取締 新規 現存
     (薬       2)役　廣瀨　泰三 平25.10. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1602721,180,4 東三方グリーン薬局 〒433-8105 053-430-5800有限会社アニメイトグ二 　俊輔 平25.11. 1 薬局
     浜松市北区三方原町８９２－９ 常　勤:    1リーン　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)松山　基弘 平25.11. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1603721,181,2 薬局フォーリア入野店〒432-8061 053-445-2515株式会社フォーリア　新田　博 平25.12. 1 薬局
     浜松市西区入野町８８７３－１ 常　勤:    1代表取締役　曽布川　 新規 現存
     (薬       1)和則 平25.12. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
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 1604721,182,0 杏林堂薬局於呂店 〒434-0015 053-580-5011株式会社杏林堂薬局　北畑　直美 平25.12. 1 薬局
     浜松市浜北区於呂３９６０ 常　勤:    5代表取締役　青田　英 新規 現存
     (薬       5)行 平25.12. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1605721,183,8 ひがしみかた薬局 〒433-8104 053-438-5522株式会社ひがしみかた山口　正道 平26. 2. 1 薬局
     浜松市北区東三方町４７６－２０常　勤:    2ファーマシー　代表取 新規 現存
     (薬       2)締役　山口　正道 平26. 2. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1606721,184,6 レイズ薬局初生店 〒433-8112 053-430-2111株式会社Ｍ’ｓ　ｒａ細川　紗也佳 平26. 2. 1 薬局
     浜松市北区初生町１１３７－７ 常　勤:    3ｉｓｅ　ＳＯＳ　代表 新規 現存
     (薬       3)取締役　川﨑　達也 平26. 2. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1607721,185,3 あい薬局小池店 〒435-0056 053-467-6111ファインメディカル株澤田　由紀子 平26. 2. 1 薬局
     浜松市東区小池町１５６６ 常　勤:    1式会社　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)澤田　由紀子 平26. 2. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1608721,186,1 レイズ佐久間薬局 〒431-3908 053-965-1717株式会社Ｍ’ｓ　ｒａ荻洲　徹志 平26. 3. 1 薬局
     浜松市天竜区佐久間町中部２１６常　勤:    4ｉｓｅ　ＳＯＳ　代表 新規 現存
     (薬       4)取締役　川﨑　達也 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1609721,187,9 ドリーム薬局こまつ店〒434-0042 053-586-7222株式会社ＣＡＭＥＬ・松澤　充廣 平26. 4. 1 薬局
     浜松市浜北区小松６９７－３ 常　勤:    1ＤＲＥＡＭ　代表取締 新規 現存
     (薬       1)役　池畑　純一 平26. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1610721,188,7 新都田グリーン薬局 〒431-2103 053-428-8900有限会社アニメイトグ大石　真弘 平26. 4. 1 薬局
     浜松市北区新都田３－１５－１５常　勤:    2リーン　代表取締役　 新規 現存
     (薬       2)松山　基弘 平26. 4. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1611721,189,5 佐藤グリーン薬局 〒430-0807 053-411-5400有限会社アニメイトグ松原　英雄 平26. 4. 1 薬局
     浜松市中区佐藤２－２０－１３ 常　勤:    1リーン　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)松山　基弘 平26. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1612721,190,3 あらたま薬局 〒434-0004 053-582-1880株式会社マインド　代安部　智章 平26. 4. 1 薬局
     浜松市浜北区宮口３２８８ 常　勤:    1表取締役　野村　信介 新規 現存
     (薬       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1613721,192,9 アリス薬局とよおか店〒433-8103 053-430-5568株式会社エヌエスピー三輪　道恵 平26. 6. 1 薬局
     浜松市北区豊岡町３９７－４ 常　勤:    1　代表取締役　鈴木　 新規 現存
     (薬       1)典之 平26. 6. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1614721,193,7 おおぞら薬局芳川店 〒430-0838 053-589-3401株式会社ホミネ　代表鈴木　ちなつ 平26. 6. 1 薬局
     浜松市南区鼡野町１７４－５ 常　勤:    1取締役　太田　敦子 新規 現存
     (薬       1) 平26. 6. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1615721,195,2 あおい薬局住吉店 〒430-0906 053-416-5255株式会社あおい調剤　勝亦　大介 平26. 9. 1 薬局
     浜松市中区住吉１－４１－２０ 常　勤:    1代表取締役　加藤　謙 新規 現存
     (薬       1) 平26. 9. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1616721,196,0 ドリーム薬局きが店 〒431-1305 053-523-3666株式会社ＣＡＭＥＬ・大海　昌彦 平26. 9. 1 薬局
     浜松市北区細江町気賀４８６－１常　勤:    3ＤＲＥＡＭ　代表取締 新規 現存
     (薬       3)役　池畑　純一 平26. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1617721,197,8 ウエルシア薬局浜松医〒431-3125 053-431-1088ウエルシア薬局株式会平田　晴栄 平26. 9. 1 薬局
     大前店 浜松市東区半田山４ー４ー１０ 常　勤:   13社　代表取締役　水野 交代 現存
     (薬      13)　秀晴 平26. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1618721,198,6 ウエルシア薬局浜松船〒430-0913 053-467-4656ウエルシア薬局株式会荒井　輝久 平26. 9. 1 薬局
     越店 浜松市中区船越町２６－１０ 常　勤:    1社　代表取締役　水野 交代 現存
     (薬       1)　秀晴 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1619721,199,4 ウエルシア薬局浜松三〒431-1414 053-524-4781ウエルシア薬局株式会本門　功平 平26. 9. 1 薬局
     ケ日店 浜松市北区三ヶ日町三ヶ日１８０常　勤:    2社　代表取締役　水野 交代 現存
     (薬       2)　秀晴 平26. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1620721,200,0 ウエルシア薬局浜松浜〒434-0033 053-584-5322ウエルシア薬局株式会久保田　真史 平26. 9. 1 薬局
     北店 浜松市浜北区西美薗３６９－１ 常　勤:    1社　代表取締役　水野 交代 現存
     (薬       1)　秀晴 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1621721,201,8 杏林堂薬局　浜北店 〒434-0014 053-586-8811株式会社杏林堂薬局　鈴木　智彦 平26.10. 1 薬局
     浜松市浜北区本沢合１２７－１ 常　勤:    4代表取締役　青田　英 新規 現存
     (薬       4)行 平26.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1622721,202,6 杏林堂薬局　笠井店 〒431-3107 053-435-7711株式会社杏林堂薬局　山本　陽太 平26.10. 1 薬局
     浜松市東区笠井町１１９７－２２常　勤:    2代表取締役　青田　英 新規 現存
     (薬       2)行 平26.10. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1623721,203,4 杏林堂薬局　高丘東店〒433-8117 053-430-4011株式会社杏林堂薬局　高橋　諒 平26.11. 1 薬局
     浜松市中区高丘東３－１５－８ 常　勤:    5代表取締役　青田　英 新規 現存
     (薬       5)行 平26.11. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1624721,204,2 あずきもち薬局 〒433-8113 053-414-8800株式会社エムズレイズ小坂　真史 平26.11. 1 薬局
     浜松市中区小豆餅３－２２－３１常　勤:    1ＡＢＣ　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)川﨑　達也 平26.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1625721,206,7 あい薬局　ひくま店 〒430-0901 053-478-0607有限会社　エムアンド髙橋　由里 平26.12. 1 薬局
     浜松市中区曳馬１－２１－１１－常　勤:    1エフ　代表取締役　福 交代 現存
     ３ (薬       1)崎　一夫 平26.12. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
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 1626721,208,3 スギ薬局　浜松住吉店〒430-0906 053-525-8580株式会社スギ薬局　代中川　友香 平27. 3. 1 薬局
     浜松市中区住吉４－１５－１ 常　勤:    1表取締役　 原　栄一 新規 現存
     (薬       1) 平27. 3. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1627721,209,1 やまと薬局　三和店 〒435-0038 053-468-5000株式会社ヘルスコム　吉田　洋 平27. 3. 1 薬局
     浜松市南区三和町３３２－２ 常　勤:    1代表取締役　吉田　洋 交代 現存
     (薬       1) 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1628721,210,9 レイズ薬局　天王店 〒435-0052 053-423-3322株式会社エムズレイズ松井　智志 平27. 4. 1 薬局
     浜松市東区天王町１９５６－２ 常　勤:    2　代表取締役　川﨑　 新規 現存
     (薬       2)達也 平27. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1629721,211,7 南山堂薬局　浜北平口〒434-0042 053-545-4501株式会社　南山堂　代井口　匡 平27. 6. 1 薬局
     店 浜松市浜北区小松１６９６ 常　勤:    1表取締役　新庄　正志 新規 現存
     (薬       1) 平27. 6. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1630721,212,5 たかだい薬局 〒433-8113 053-414-1100株式会社グッド・ファ大石　倫之 平27. 6. 1 薬局
     浜松市中区小豆餅２－１７－４－常　勤:    2ーマシー　代表取締役 新規 現存
     ３ (薬       2)　溝口　久義 平27. 6. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1631721,214,1 ガイド薬局 〒432-8063 053-528-7921有限会社ガイド　代表小川　健太 平27. 9. 1 薬局
     浜松市南区小沢渡町２１９４－３常　勤:    2取締役　垣本　正人 新規 現存
     (薬       2) 平27. 9. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1632721,218,2 アイン薬局　浜松店 〒430-0802 053-411-5171株式会社アインファー野秋　隆太郎 平27.11. 1 薬局
     浜松市東区将監町２４－１０ 常　勤:    1マシーズ　代表取締役 交代 現存
     (薬       1)　大石　美也 平27.11. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1633721,219,0 アイン薬局　浜松住吉〒430-0906 053-478-2888株式会社アインファー川井　麻莉 平27.11. 1 薬局
     店 浜松市中区住吉１－２４－１　Ｎ常　勤:    4マシーズ　代表取締役 交代 現存
     ＴＴ住吉ビル１階 (薬       4)　大石　美也 平27.11. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1634721,220,8 万葉薬局 〒434-0036 053-581-1020株式会社リバーフィー河野　賢一 平27.12. 1 薬局
     浜松市浜北区横須賀１８２－３ 常　勤:    2ルド研究所　代表取締 組織変更 現存
     (薬       2)役　河野　賢一 平27.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1635721,221,6 大阪堂薬局　和合店 〒433-8125 053-475-3245株式会社奏華　代表取堂森　万平 平27.12. 1 薬局
     浜松市中区和合町２４３ー１ 常　勤:    2締役　寺本　貴広 交代 現存
     (薬       2) 平27.12. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1636721,222,4 パル薬局 〒433-8119 053-430-5252株式会社パル　代表取市川　奈々夏 平28. 3. 1 薬局
     浜松市中区高丘北１－３３－１６常　勤:    2締役　市川　俊彦 新規 現存
     (薬       2) 平28. 3. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1637721,223,2 あるぷす薬局高畑店 〒434-0034 053-581-1200株式会社ベストシステ内山　亮太 平28. 4. 1 薬局
     浜松市浜北区高畑８２４－３ 常　勤:    2ム　代表取締役　溝口 新規 現存
     (薬       2)　久義 平28. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1638721,224,0 グランツ薬局 〒431-1102 053-439-5544株式会社ヒロム　代表鬼頭　幸代 平28. 4. 1 薬局
     浜松市西区大山町２８９３－４ 常　勤:    1取締役　水野　比呂志 新規 現存
     (薬       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1639721,225,7 パーク薬局 〒431-1103 053-486-2881東海ファーマライズ株高尾　智子 平28. 4. 1 薬局
     浜松市西区湖東町１４８７ー７ 常　勤:    1式会社　代表取締役　 交代 現存
     (薬       1)鹿犱　徹 平28. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1640721,226,5 四ッ池ファーマシー 〒433-8123 053-488-4652株式会社　ウエシン　上田　晋也 平28. 5. 1 薬局
     浜松市中区幸３－５－３０ 常　勤:    1代表取締役　上田　晋 新規 現存
     (薬       1)也 平28. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1641721,227,3 メディオ薬局きらりタ〒434-0046 053-581-9700株式会社メディオ薬局中村　太紀 平28. 5. 1 薬局
     ウン店 浜松市浜北区染地台１－２５－６常　勤:    1　代表取締役　髙澤　 新規 現存
     (薬       1)貢 平28. 5. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1642721,228,1 スギ薬局　浜松西ケ崎〒431-3115 053-589-4373株式会社スギ薬局　代田中　陽 平28. 6. 1 薬局
     店 浜松市東区西ケ崎町１０７２－１常　勤:    1表取締役　 原　栄一 新規 現存
     (薬       1) 平28. 6. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1643721,229,9 薬局フォーリア　佐鳴〒432-8021 053-525-6262株式会社フォーリア　曽布川　美登理 平28. 6. 1 薬局
     台店 浜松市中区佐鳴台３－３８－１ 常　勤:    1代表取締役　曽布川　 新規 現存
     (薬       1)洋平 平28. 6. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1644721,230,7 安心薬局 〒431-1304 053-527-1000株式会社スリーエム　稲垣　守啓 平28. 6. 1 薬局
     浜松市北区細江町中川７１７２－常　勤:    2代表取締役　山本　忠 交代 現存
     ２６９５ (薬       2)美 平28. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1645721,231,5 ファーマライズ薬局　〒430-0906 053-412-7251東海ファーマライズ株中嶋　孝枝 平28. 6. 1 薬局
     浜松店 浜松市中区住吉２－１２－２３ 常　勤:    5式会社　代表取締役　 交代 現存
     (薬       5)鹿犱　徹 平28. 6. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1646721,232,3 ファーマライズ薬局　〒430-0929 053-450-1101東海ファーマライズ株平野　裕子 平28. 6. 1 薬局
     浜松中央店 浜松市中区中央１－５－２６ 常　勤:    2式会社　代表取締役　 交代 現存
     (薬       2)鹿犱　徹 平28. 6. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1647721,233,1 ファーマライズ薬局　〒433-8108 053-430-0701東海ファーマライズ株大 　摩利子 平28. 6. 1 薬局
     三方原店 浜松市北区根洗町５６６ 常　勤:    7式会社　代表取締役　 交代 現存
     (薬       7)鹿犱　徹 平28. 6. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1648721,234,9 杏林堂薬局　和田店 〒435-0016 053-411-6911株式会社杏林堂薬局　村木　秀行 平28. 7. 1 薬局
     浜松市東区和田町２２０－１ 常　勤:    2代表取締役　青田　英 新規 現存
     (薬       2)行 平28. 7. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1649721,235,6 ウエスト薬局 〒432-8001 053-482-8114有限会社マキシマム　西永　尚典 平28. 9. 1 薬局
     浜松市西区西山町２２１１－７ 常　勤:    1取締役　植山　昌利 新規 現存
     (薬       1) 平28. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1650721,236,4 薬局マツモトキヨシ遠〒430-0929 053-450-7755株式会社マツモトキヨ木田　和輝 平28.10. 1 薬局
     州病院前店 浜松市中区中央１－１－１遠州共常　勤:    3シ　代表取締役　大田 新規 現存
     同ビル１階 (薬       3)　貴雄 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1651721,237,2 おあしす薬局 〒431-3122 053-432-9900株式会社健康第一調剤寺田　俊二 平28.10. 1 薬局
     浜松市東区有玉南町３９５－２ 常　勤:    1薬局　代表取締役　増 新規 現存
     (薬       1)田　祥典 平28.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1652721,238,0 メディオ薬局恒武町店〒431-3108 053-545-9700株式会社メディオ薬局横山　由季 平28.10. 1 薬局
     浜松市東区恒武町１１９－２ 常　勤:    1　代表取締役　髙澤　 新規 現存
     (薬       1)貢 平28.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1653721,239,8 アイセイ薬局　三方原〒433-8105 053-414-5760株式会社アイセイ薬局飯田　隆之 平28.10. 1 薬局
     店 浜松市北区三方原町５６６－３ 常　勤:    3　代表取締役　藤井　 交代 現存
     (薬       3)江美 平28.10. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1654721,240,6 アイセイ薬局　高丘店〒433-8117 053-414-1551株式会社アイセイ薬局市野　力 平28.10. 1 薬局
     浜松市中区高丘東２ー８ー２７ 常　勤:    2　代表取締役　藤井　 交代 現存
     (薬       2)江美 平28.10. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1655721,241,4 アイセイ薬局　大瀬店〒431-3113 053-431-4657株式会社アイセイ薬局大石　博之 平28.10. 1 薬局
     浜松市東区大瀬町２５２３－３ 常　勤:    2　代表取締役　藤井　 交代 現存
     (薬       2)江美 平28.10. 1
     非常勤:   12
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1656721,242,2 アイセイ薬局　和田店〒435-0016 053-468-1280株式会社アイセイ薬局水野　勝貴 平28.10. 1 薬局
     浜松市東区和田町５１０－２ 常　勤:    2　代表取締役　藤井　 交代 現存
     (薬       2)江美 平28.10. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1657721,243,0 アイセイ薬局　湖東店〒431-1103 053-484-3328株式会社アイセイ薬局小西　泰志 平28.10. 1 薬局
     浜松市西区湖東町１４８７－３９常　勤:    3　代表取締役　藤井　 交代 現存
     (薬       3)江美 平28.10. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1658721,244,8 アイン薬局　浜松中央〒430-0929 053-456-4957株式会社アインファー切通　由美子 平28.10. 1 薬局
     店 浜松市中区中央１－１５－５　浜常　勤:    6マシーズ　代表取締役 交代 現存
     松メディカルパークビル　１Ｆ (薬       6)　大石　美也 平28.10. 1
     非常勤:   28
     (薬      28)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1659721,245,5 あおい薬局神田店 〒432-8047 053-444-3322株式会社あおい調剤　加藤　友博 平28.11. 1 薬局
     浜松市中区神田町３６０－６９ 常　勤:    1代表取締役　加藤　謙 新規 現存
     (薬       1) 平28.11. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1660721,246,3 ウエルシア薬局　浜松〒433-8112 053-430-1789ウエルシア薬局株式会三ッ井　政伸 平28.11. 1 薬局
     初生店 浜松市北区初生町１２５５－２ 常　勤:    3社　代表取締役　水野 新規 現存
     (薬       3)　秀晴 平28.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1661721,247,1 あおい薬局富塚店 〒432-8002 053-416-1100株式会社あおい調剤　八巻　亨 平28.12. 1 薬局
     浜松市中区富塚町４５－２ 常　勤:    1代表取締役　加藤　謙 新規 現存
     (薬       1) 平28.12. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1662721,248,9 おおぞら薬局 〒431-3125 053-435-6731アリスおおぞらファー内山　知実 平29. 1. 1 薬局
     浜松市東区半田山１－２２－１ 常　勤:    4マシー株式会社　代表 交代 現存
     (薬       4)取締役　太田　敦子 平29. 1. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1663721,249,7 おおぞら薬局助信店 〒430-0911 053-523-7576アリスおおぞらファー篠塚　雄治 平29. 1. 1 薬局
     浜松市中区新津町１６ 常　勤:    5マシー株式会社　代表 交代 現存
     (薬       5)取締役　太田　敦子 平29. 1. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1664721,250,5 アリア薬局遠州岩水寺〒434-0015 053-588-4377株式会社Ｍｅｄｉｃａ内山　力哉 平29. 1. 1 薬局
     店 浜松市浜北区於呂２８４３－６ 常　勤:    1ｌ　Ａｎｋｈ　代表取 交代 現存
     (薬       1)締役　渥美　将彦 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1665721,251,3 いきいき薬局 〒430-0853 053-444-1616株式会社エムズレイズ中島　侑紀 平29. 4. 1 薬局
     浜松市南区三島町６３６－５ 常　勤:    2　代表取締役　川﨑　 新規 現存
     (薬       2)達也 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1666721,252,1 あおぞら薬局 〒433-8123 053-416-0336クラフト株式会社　代花村　優 平29. 3. 1 薬局
     浜松市中区幸一丁目１３番５号 常　勤:    3表取締役　大塚　吉史 交代 現存
     (薬       3) 平29. 3. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1667721,253,9 薬局フォーリア和田店〒435-0016 053-411-1222株式会社フォーリア　野村　洋介 平29. 4. 1 薬局
     浜松市東区和田町８５－３ 常　勤:    1代表取締役　曽布川　 交代 現存
     (薬       1)洋平 平29. 4. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1668721,254,7 すみれ薬局 〒435-0046 053-468-2611有限会社ファームトラ田中　力子 平29. 6. 1 薬局
     浜松市東区丸塚町５２５ー１ 常　勤:    1スト　代表取締役　太 交代 現存
     (薬       1)田　学 平29. 6. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1669721,255,4 めぐ薬局 〒431-0103 053-597-2525株式会社日栄　代表取黒石　優 平29. 6. 1 薬局
     浜松市西区雄踏１－１６－１３ 常　勤:    1締役　亀井　竜夫 交代 現存
     (薬       1) 平29. 6. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1670721,256,2 コストコホールセール〒435-0048 053-467-4710コストコホールセール幡野　政明 平29. 9. 1 薬局
     浜松倉庫店薬局 浜松市東区上西町１０２０－２８常　勤:    3ジャパン株式会社　代 新規 現存
     (薬       3)表取締役　ケン・テリ 平29. 9. 1
     非常勤:    1オ
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1671721,257,0 ほんごう薬局 〒430-0812 053-424-8228有限会社　ファーマシ稲垣　仁 平29.10. 1 薬局
     浜松市南区本郷町１３１４－２２常　勤:    1ー・コーポレーション 新規 現存
     (薬       1)　代表取締役　近藤　 平29.10. 1
     高之
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1672721,258,8 のりえだ薬局 〒432-8053 053-424-8808株式会社マインド　代伊奈田　雄介 平29.10. 1 薬局
     浜松市中区法枝町７５－３ 常　勤:    2表取締役　野村　信介 新規 現存
     (薬       2) 平29.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1673721,259,6 元浜ガイド薬局 〒430-0942 053-478-7030有限会社ガイド　代表倉地　毅 平29.11. 1 薬局
     浜松市中区元浜町２０８－１ 常　勤:    2取締役　垣本　正人 新規 現存
     (薬       2) 平29.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1674721,260,4 ハート薬局 〒435-0006 053-424-0655株式会社ティーダ　代泉　正和 平29.10. 1 薬局
     浜松市東区下石田町１５６６ 常　勤:    3表取締役　外山　仁志 交代 現存
     (薬       3) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1675721,261,2 アイセイ薬局　コスモ〒433-8105 053-439-9199株式会社アイセイ薬局刑部　勝幸 平29.10. 1 薬局
     ス店 浜松市北区三方原町１００ー１３常　勤:    3　代表取締役　藤井　 交代 現存
     (薬       3)江美 平29.10. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
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 1676721,262,0 中央ガイド薬局 〒430-0929 053-455-7000株式会社　ダウザー水野崎　紘平 平29.11. 1 薬局
     浜松市中区中央１－４－２６ 常　勤:    1野薬局　代表取締役　 交代 現存
     (薬       1)加藤　貴拡 平29.11. 1
     非常勤:   12
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1677721,263,8 なづか薬局 〒430-0811 053-424-8883株式会社エムズレイズ白鳥　剛英 平29.12. 1 薬局
     浜松市中区名塚町１４８－１ 常　勤:    1　代表取締役　川﨑　 新規 現存
     (薬       1)達也 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1678721,264,6 杏林堂薬局上島駅前店〒433-8122 053-467-6811株式会社杏林堂薬局　見原　圭太郎 平29.12. 1 薬局
     浜松市中区上島３－２８－１０ 常　勤:    2代表取締役　青田　英 新規 現存
     (薬       2)行 平29.12. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1679721,265,3 おおぞら薬局上島店 〒433-8122 053-401-2733おおぞらプランニング阿久津　輝 平30. 5. 1 薬局
     浜松市中区上島６－３－４５ 常　勤:    2株式会社　代表取締役 新規 現存
     (薬       2)　鈴木　靖久 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1680721,266,1 浜松ひよこ薬局 〒435-0016 053-463-6860株式会社コミュニケー友上　達哉 平30. 4. 1 薬局
     浜松市東区和田町９１９－３ 常　勤:    1ションファーマシー　 交代 現存
     (薬       1)代表取締役　小原　康 平30. 4. 1
     非常勤:    1弘
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1681721,267,9 浜松スマイル薬局 〒432-8011 053-525-8697株式会社コミュニケー藤野　祐子 平30. 4. 1 薬局
     浜松市中区城北２－１５－６ 常　勤:    1ションファーマシー　 交代 現存
     (薬       1)代表取締役　小原　康 平30. 4. 1
     非常勤:    1弘
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1682721,268,7 杏林堂薬局和合店 〒433-8125 053-475-2711株式会社杏林堂薬局　有賀　啓介 平30. 5. 1 薬局
     浜松市中区和合町２２０－１０１常　勤:    2代表取締役　青田　英 新規 現存
     (薬       2)行 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1683730,002,9 まるや薬局久能店 〒437-0061 0538-41-0631木野　省三 木野　省三 平26.10. 1 薬局
     袋井市久能２５１２－２ 常　勤:    1 交代 現存
     (薬       1) 平26.10. 1
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 1684730,003,7 まるや薬局 〒437-0064 0538-42-3654木野　省三 木野　明子 平27. 1.20 薬局
     袋井市川井４３ 常　勤:    1 交代 現存
     (薬       1) 平27. 1.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1685731,001,0 あすか薬局　袋井南店〒437-0023 0538-43-8603株式会社　エイブル　中村　はる江 平17. 5.16 薬局
     袋井市高尾５１３－１ 常　勤:    4代表取締役　藤田　正 移動 現存
     (薬       4)俊 平29. 5.16
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1686731,003,6 ナガイ薬局 〒437-0065 0538(43)6677有限会社　ナガイ薬局永井　昭英 平17. 9. 1 薬局
     袋井市堀越３ー８ー３ 常　勤:    2　代表取締役　永井　 組織変更 現存
     (薬       2)昭英 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1687731,005,1 南山堂薬局　西同笠店〒437-1114 0538-23-1900株式会社南山堂　代表天野　菊恵 平18.10.15 薬局
     袋井市西同笠１６０－１ 常　勤:    1取締役　新庄　正志 新規 現存
     (薬       1) 平24.10.15
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1688731,006,9 森川薬局　月見の里店〒437-0125 0538-48-5225有限会社　川崎屋　代森川　皓介 平20. 5. 1 薬局
     袋井市上山梨２０３－３ 常　勤:    2表取締役　森川　和美 新規 現存
     (薬       2) 平26. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1689731,008,5 まごころ薬局　高尾店〒437-0029 0538-24-8560まごころ株式会社　代鈴木　和哉 平20. 8. 1 薬局
     袋井市掛之上１９－３ 常　勤:    2表取締役　米田　博文 新規 現存
     (薬       2) 平26. 8. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1690731,009,3 クローバー薬局 〒437-0032 0538-45-2300株式会社　ファルマチ小笠原　俊拓 平21. 3. 1 薬局
     袋井市豊沢１２８９－１ 常　勤:    1ア　代表取締役　小笠 新規 現存
     (薬       1)原　俊拓 平27. 3. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1691731,010,1 こぶた薬局袋井 〒437-0062 0538-45-3870有限会社ユタカ薬局　杉浦　弘承 平21. 8. 1 薬局
     袋井市泉町１－７－１５ 常　勤:    4代表取締役　杉浦　信 新規 現存
     (薬       4)昌 平27. 8. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
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 1692731,012,7 ここち薬局 〒436-0047 0537-21-1800株式会社アソシア　代富山　仲太郎 平22.11. 1 薬局
     掛川市長谷２－１４－１９ 常　勤:    7表取締役　戸塚　文彦 新規 現存
     (薬       7) 平28.11. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1693731,013,5 上山梨薬局 〒437-0125 0538-48-5280有限会社アマング　取渡辺　浩平 平23. 4. 1 薬局
     袋井市上山梨１－８－８ 常　勤:    2締役　石川　金伸 新規 現存
     (薬       2) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1694731,015,0 スギ薬局　袋井堀越店〒437-0065 0538-86-5111株式会社スギ薬局　代原川　牧子 平26. 6. 1 薬局
     袋井市堀越３－１０－１ 常　勤:    1表取締役　 原　栄一 新規 現存
     (薬       1) 平26. 6. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1695731,017,6 ウエルシア薬局袋井諸〒437-1121 0538-30-2205ウエルシア薬局株式会松井　良輔 平26. 9. 1 薬局
     井店 袋井市諸井９２３ 常　勤:    1社　代表取締役　水野 交代 現存
     (薬       1)　秀晴 平26. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1696731,018,4 杏林堂薬局　袋井下山〒437-0123 0538-49-5911株式会社杏林堂薬局　加藤　健太朗 平28. 1. 1 薬局
     梨店 袋井市下山梨１９５２－４ 常　勤:    3代表取締役　青田　英 新規 現存
     (薬       3)行 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1697731,020,0 ウエルシア薬局袋井月〒437-0125 0538-48-5170ウエルシア薬局株式会迫田　雄介 平28. 4. 1 薬局
     見の里店 袋井市上山梨５－１ 常　勤:    1社　代表取締役　水野 新規 現存
     (薬       1)　秀晴 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1698731,021,8 下山梨薬局 〒437-0123 0538-49-4055有限会社フラワー調剤大石　安章 平28. 7. 1 薬局
     袋井市下山梨２１１１－１ 常　勤:    1薬局　取締役　三輪　 交代 現存
     (薬       1)哲資 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1699731,022,6 まごころ薬局　田端店〒437-0023 0538-31-3888有限会社　あさひ　代米田　祐希 平29. 2. 1 薬局
     袋井市高尾１７６５－８ 常　勤:    2表取締役　米田　祐希 新規 現存
     (薬       2) 平29. 2. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1700731,023,4 Ｖ・ｄｒｕｇ　袋井久〒437-0061 0538-30-6811中部薬品　株式会社　髙森　章太 平30. 4. 1 薬局
     能薬局 袋井市久能１９７１－１ 常　勤:    2代表取締役　高 　基 新規 現存
     (薬       2)彦 平30. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1701731,024,2 このみ薬局浅羽店 〒437-1101 0538-86-5005スブルー・メディカル伊藤　通浩 平30. 5. 1 薬局
     袋井市浅羽１６２７－１ 常　勤:    1株式会社　代表取締役 新規 現存
     (薬       1)　松村　卓 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1702740,002,7 まきた薬局城下店 〒436-0091 0537-28-9100蒔田　稔 蒔田　稔 平29. 5. 1 薬局
     掛川市城下６－１８ 常　勤:    1 交代 現存
     (薬       1) 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1703741,007,5 こぶた薬局宮脇 〒436-0086 0537-61-6111有限会社小笠調剤セン橋本　菜穂子 平18. 7. 1 薬局
     掛川市宮脇二丁目１１番地の２６常　勤:    3ター　代表取締役　杉 新規 現存
     (薬       3)浦　信昌 平24. 7. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1704741,008,3 はーと薬局 〒436-0043 0537-22-2277株式会社　はいやく　大塚　雅也 平19. 5.15 薬局
     掛川市大池９５０－１ 常　勤:    2代表取締役　原　匡 新規 現存
     (薬       2) 平25. 5.15
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1705741,009,1 杏林堂薬局　掛川葛ヶ〒436-0088 0537-61-2570株式会社　杏林堂薬局梶野　大二郎 平19.10.15 薬局
     丘店 掛川市葛ケ丘３－３－１ 常　勤:    4　代表取締役　青田　 新規 現存
     (薬       4)英行 平25.10.15
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1706741,012,5 南山堂薬局　横須賀店〒437-1301 0537-48-1010株式会社南山堂　代表岩本　健吾 平21. 4. 1 薬局
     掛川市横須賀１５０８－２ 常　勤:    1取締役　新庄　正志 新規 現存
     (薬       1) 平27. 4. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1707741,013,3 ヘルシー薬局 〒436-0026 0537-21-3400株式会社　健康第一調栗田　敏也 平21.10. 1 薬局
     掛川市下俣南３－２－１５ 常　勤:    1剤薬局　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)増田　祥典 平27.10. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1708741,014,1 杉浦薬局 〒437-1405 0537-74-3952株式会社東遠　代表取神谷　京子 平22. 7. 1 薬局
     掛川市中７９６－１ 常　勤:    1締役　杉浦　敦子 新規 現存
     (薬       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1709741,015,8 新町薬局 〒436-0022 0537-26-9954株式会社エムズ　代表牧野　貴浩 平22. 8. 1 薬局
     掛川市上張２６３－１１ 常　勤:    1取締役　牧野　貴浩 新規 現存
     (薬       1) 平28. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1710741,017,4 フラワー薬局　本郷店〒436-0111 0537-26-5501有限会社オー・ティー石山　裕己 平23. 4. 1 薬局
     掛川市本郷１９９－１ 常　勤:    5・エス・ピー　代表取 新規 現存
     (薬       5)締役　三輪　哲資 平29. 4. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1711741,019,0 このみ薬局掛川店 〒436-0056 0537-62-1166有限会社ジョーブメデ久野　卓也 平24. 5. 1 薬局
     掛川市中央１－１３－１３ 常　勤:    1ィカル　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)加藤　謙 平30. 5. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1712741,020,8 エムハート薬局　長谷〒436-0047 0537-21-0111株式会社ミック　代表都甲　達人 平24. 7. 1 薬局
     店 掛川市長谷１－２８－１２ 常　勤:    1取締役　中川　春原 交代 現存
     (薬       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1713741,021,6 エムハート薬局　オオ〒436-0075 0537-22-2329株式会社ミック　代表中村　崇 平24. 7. 1 薬局
     サカヤ店 掛川市仁藤町１ー９ 常　勤:    3取締役　中川　春原 交代 現存
     (薬       3) 平24. 7. 1
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 1714741,022,4 うやま薬局 〒437-1412 0537-72-2126株式会社うやま薬局　宇山　裕章 平24. 9. 1 薬局
     掛川市千浜５９３２－２ 常　勤:    1代表取締役　宇山　裕 組織変更 現存
     (薬       1)章 平24. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1715741,023,2 おおぞら薬局　掛川店〒436-0043 0537-29-6001株式会社ホミネ　代表渡部　千佳 平24.11. 1 薬局
     掛川市大池字九ノ坪６４５－１ 常　勤:    1取締役　太田　敦子 新規 現存
     (薬       1) 平24.11. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1716741,024,0 杏林堂薬局　掛川花鳥〒436-0024 0537-24-9011株式会社杏林堂薬局　大橋　広幸 平25. 3. 1 薬局
     園前店 掛川市南西郷４２４－１ 常　勤:    3代表取締役　青田　英 新規 現存
     (薬       3)行 平25. 3. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1717741,025,7 あい薬局 〒436-0047 0537-61-0501株式会社ファーマシー小松　妙子 平25. 4. 1 薬局
     掛川市長谷１３５０－１ 常　勤:    2エクスプレス　代表取 新規 現存
     (薬       2)締役　桐山　繁昭 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1718741,026,5 南山堂薬局掛川本店 〒436-0047 0537-29-5801株式会社南山堂　代表出羽　歩美 平25. 5. 1 薬局
     掛川市長谷１３６３－１ 常　勤:    2取締役　新庄　正志 新規 現存
     (薬       2) 平25. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1719741,029,9 中東遠センター薬局 〒436-0040 0537-28-8113一般社団法人小笠袋井石黒　森夫 平25. 5. 1 薬局
     掛川市菖蒲ヶ池１０７ 常　勤:   10薬剤師会　代表理事　 新規 現存
     (薬      10)横山　敦 平25. 5. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1720741,031,5 こぶた薬局大東 〒437-1421 0537-71-0055有限会社小笠調剤セン中川　景子 平25. 7. 1 薬局
     掛川市大坂１４２７ 常　勤:    2ター　代表取締役　杉 新規 現存
     (薬       2)浦　信昌 平25. 7. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1721741,032,3 このみ薬局掛川インタ〒436-0020 0537-61-0055有限会社ジョーブメデ恩地　玄 平25. 8. 1 薬局
     ー店 掛川市矢崎町３－７ 常　勤:    1ィカル　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)加藤　謙 平25. 8. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1722741,033,1 みやわき薬局 〒436-0086 0537-28-8533有限会社小嶋薬局　代名倉　尚宏 平26.10. 1 薬局
     掛川市宮脇２－１１－３ 常　勤:    1表取締役　小嶋　謙 新規 現存
     (薬       1) 平26.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1723741,034,9 しろにし薬局 〒436-0054 0537-62-1600株式会社健康第一調剤高山　俊彦 平26.12. 1 薬局
     掛川市城西２－１０－１１ 常　勤:    1薬局　代表取締役　増 新規 現存
     (薬       1)田　祥典 平26.12. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1724741,036,4 なの花薬局掛川杉谷店〒436-0030 0537-21-2760株式会社　なの花東日樫山　貴尉 平27. 4. 1 薬局
     掛川市杉谷南２ー１４－１７ 常　勤:    1本　代表取締役　遠山 交代 現存
     (薬       1)　功 平27. 4. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1725741,037,2 フラワー薬局篠場店 〒436-0033 0537-23-7723有限会社フラワー調剤三輪　哲資 平27. 9. 1 薬局
     掛川市篠場７８０－２ 常　勤:    2薬局　取締役　三輪　 新規 現存
     (薬       2)哲資 平27. 9. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1726741,038,0 プラム薬局 〒436-0065 0537-61-1237株式会社ｒｅｌｉｅｆ太田　光秋 平27.10. 1 薬局
     掛川市天王町１３－４ 常　勤:    1　代表取締役　太田　 組織変更 現存
     (薬       1)光秋 平27.10. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1727741,039,8 ウエルシア薬局掛川葛〒436-0074 0537-62-1280ウエルシア薬局株式会尾崎　 峰 平28. 8. 1 薬局
     川店 掛川市葛川１０９６－１ 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:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1728741,040,6 わかば薬局 〒436-0342 0537-23-0707有限会社小野薬局　代名越　美千代 平29.11. 1 薬局
     掛川市上西郷５２８－２ 常　勤:    1表取締役　岩下　収 新規 現存
     (薬       1) 平29.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1729741,041,4 ウエルシア薬局掛川上〒436-0342 0537-62-4882ウエルシア薬局株式会萩原　輝 平29.11. 1 薬局
     西郷店 掛川市上西郷５０８－１ 常　勤:    1社　代表取締役　水野 新規 現存
     (薬       1)　秀晴 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1730810,010,5 寿光堂黒柳薬局 〒431-1402 053(526)7355黒柳　公子 黒柳　公子 昭50. 2. 1 薬局
     浜松市北区三ケ日町都筑３０５７常　勤:    1 現存
     －３番地 (薬       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1731811,007,0 有限会社　三ケ日調剤〒431-1414 053-525-2757有限会社　三ケ日調剤清水　義允 平11. 4. 1 薬局
     センター 浜松市北区三ケ日町三ケ日７９７常　勤:    4センター　黒柳　公子 新規 現存
     ー１ (薬       4) 平29. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1732811,008,8 長谷川薬局 〒431-1304 053-523-6226有限会社　長谷川薬局鈴木　愛 平26. 4. 1 薬局
     浜松市北区細江町中川７２１６－常　勤:    2　取締役　長谷川　米 移動 現存
     ６ (薬       2)子 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1733811,009,6 杏林堂薬局　引佐店 〒431-2213 053-542-3811株式会社　杏林堂薬局渥美　卓也 平13. 2. 1 薬局
     浜松市北区引佐町金指１０９３ー常　勤:    6　代表取締役　青田　 新規 現存
     ３ (薬       6)英行 平25. 2. 1
     非常勤:   12
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1734811,012,0 有限会社　回春堂薬局〒431-1305 053-522-0152有限会社　回春堂薬局横田　俊之 平14. 9. 1 薬局
     浜松市北区細江町気賀９６ 常　勤:    2　代表取締役　横田　 交代 現存
     (薬       2)俊之 平26. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1735820,038,4 日章堂薬局 〒431-0102 053-592-1046山内　丈 山内　丈 昭49.10.15 薬局
     浜松市西区雄踏町宇布見７８７４常　勤:    1 現存
     番地 (薬       1) 平28.10.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1736820,044,2 四季平安堂薬局 〒431-0214 053-596-1671西山　裕道 西山　万里子 昭59. 8. 1 薬局
     浜松市西区舞阪町弁天島２７２８常　勤:    2 現存
     －１４ (薬       2) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1737821,002,9 有限会社ひまわり薬局〒431-0304 053-594-1253有限会社　ひまわり薬木下　次郎 平19.12.16 薬局
     湖西市新居町内山２００７－１５常　勤:    2局　代表取締役　木下 移動 現存
     (薬       2)　次郎 平25.12.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1738821,010,2 うぶみ薬局 〒431-0102 053-596-5800株式会社トータルサポ内藤　光 平13.12. 1 薬局
     浜松市西区雄踏町宇布見８９１０常　勤:    1ート　代表取締役　澤 新規 現存
     －９ (薬       1)田　敏史 平25.12. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1739821,011,0 有限会社マルトク薬局〒431-0211 053-592-3010有限会社　マルトク薬徳永　大祐 平16.11. 1 薬局
     浜松市西区舞阪町舞阪１８７７ 常　勤:    1局　代表取締役　徳永 組織変更 現存
     (薬       1)　大祐 平28.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1740821,012,8 ミント薬局　雄踏店 〒431-0102 053-596-5310有限会社ミント　代表濱地　勇希 平17. 4. 1 薬局
     浜松市西区雄踏町宇布見字領家４常　勤:    1取締役　鈴木　義博 新規 現存
     ８６２－９ (薬       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1741821,013,6 杏林堂薬局　新居店 〒431-0301 053-595-1611株式会社　杏林堂薬局安藤　和波 平17. 6.15 薬局
     湖西市新居町中之郷２６５４－１常　勤:    6　代表取締役　青田　 新規 現存
     (薬       6)英行 平29. 6.15
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1742830,016,8 シバモト薬局 〒434-0017 053-588-7298伊藤　隆康 伊藤　隆康 平 6. 4.15 薬局
     浜松市浜北区豊保１４７番地３号常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平30. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1743830,017,6 小松薬局 〒434-0042 053-586-2216松本　政典 松本　政典 平 8.12.15 薬局
     浜松市浜北区小松４６７０ー１ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平29.12.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1744830,020,0 太田薬局 〒434-0037 053-586-3033太田　英明 太田　英明 平12. 3. 1 薬局
     浜松市浜北区沼７６ー１ 常　勤:    2 交代 現存
     (薬       2) 平30. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1745831,004,3 浜北薬局 〒434-0037 053(587)3668有限会社　浜北調剤薬松本　礼子 平 4. 3. 1 薬局
     浜松市浜北区沼１１５－４ 常　勤:    2局　代表取締役　松本 現存
     (薬       2)　政典 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1746831,005,0 グリーン薬局 〒434-0033 053(586)6500有限会社　アニメイト横畑　俊克 平 4.11. 1 薬局
     浜松市浜北区西美薗１９５４番地常　勤:    7グリーン　代表取締役 現存
     ３０ (薬       7)　松山　基弘 平28.11. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1747831,006,8 ポピー薬局 〒434-0012 053(588)4828有限会社　ポピー　代太田　美和子 平 5. 3.15 薬局
     浜松市浜北区中瀬３８２７番３号常　勤:    2表取締役　堂森　万平 現存
     (薬       2) 平29. 3.15
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1748831,010,0 有限会社　いわま薬局〒434-0042 053-585-4193有限会社いわま薬局　岩間　恵 平 9. 3.15 薬局
     浜松市浜北区小松３３４ 常　勤:    3代表取締役　岩間　恵 新規 現存
     (薬       3) 平30. 3.15
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1749831,012,6 中条つばめ薬局 〒434-0043 053-584-1100有限会社　メディカル月井　英喜 平10. 4. 1 薬局
     浜松市浜北区中条２６５ー２ 常　勤:    3ムーン　代表取締役　 新規 現存
     (薬       3)月井英喜 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1750831,013,4 有限会社エスケー　ク〒434-0026 053-585-4400有限会社　エスケー　三好　正洋 平10. 9. 1 薬局
     ローバー薬局 浜松市浜北区東美薗１５７０ー３常　勤:    3取締役　菊本　聡 新規 現存
     (薬       3) 平28. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1751831,015,9 おろファミリー薬局 〒434-0015 053-580-0789有限会社　ファマシー高垣　哲之 平12.12. 1 薬局
     浜松市浜北区於呂４４９ 常　勤:    1ベストティケイ　代表 新規 現存
     (薬       1)取締役　高垣　哲之 平24.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1752831,016,7 杏林堂薬局　西鹿島駅〒434-0011 053-580-5211株式会社　杏林堂薬局野嶋　芳紀 平13. 8. 1 薬局
     前店 浜松市浜北区上島２３４５ー５８常　勤:    5　代表取締役　青田　 新規 現存
     ５ (薬       5)英行 平25. 8. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1753831,017,5 みかん薬局 〒434-0034 053-584-2230有限会社　静岡健康企黒宮　潔 平14. 4. 1 薬局
     浜松市浜北区高畑１５－４ 常　勤:    2画　代表取締役　三室 新規 現存
     (薬       2)　良子 平26. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1754831,018,3 青十字　柿の木坂薬局〒434-0016 053-580-4500株式会社レンティク中川野　泰英 平14. 4.15 薬局
     浜松市浜北区根堅字長坂２５８３常　勤:    3部　代表取締役　半場 新規 現存
     －２ (薬       3)　裕康 平26. 4.15
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1755831,019,1 ふれあい薬局 〒434-0032 053-584-3600有限会社　ジェイ・ド高橋　純子 平14. 9. 1 薬局
     浜松市浜北区道本２８－４ 常　勤:    4リーム　代表取締役　 新規 現存
     (薬       4)上甲　眞人 平26. 9. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1756831,020,9 弘済堂薬局 〒434-0011 053-583-1236株式会社　杏林堂薬局西山　雅善 平14.10. 1 薬局
     浜松市浜北区上島４５９－１ 常　勤:    4　代表取締役　青田　 交代 現存
     (薬       4)英行 平26.10. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1757841,001,7 シライケンコードー薬〒431-0442 053(575)1193有限会社　シライケン白井　寛夫 昭57. 2. 1 薬局
     局サンレイク２１ 湖西市古見９９７－１５ 常　勤:    4コードー　代表取締役 現存
     (薬       4)　白井　寛夫 平29. 9.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1758841,004,1 有限会社　大阪薬局本〒431-0427 053(577)0811有限会社　大阪薬局　生野　正明 昭63. 6.21 薬局
     店 湖西市駅南２ー１２ー１２ 常　勤:    1代表取締役　生野　正 現存
     (薬       1)明 平30. 6.21
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1759841,006,6 湖西センター薬局 〒431-0431 053-576-2628有限会社湖西調剤セン夏目　啓子 平12.10.10 薬局
     湖西市鷲津１２２９ー１２ 常　勤:    4ター　代表取締役　生 移動 現存
     (薬       4)野　保子 平24.10.10
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1760841,008,2 鷲津薬局　メディック〒431-0431 053(575)1371有限会社　メディック菅沼　利之 平 7.10.19 薬局
     ス 湖西市鷲津５１１４番地 常　勤:    2ス　代表取締役　菅沼 組織変更 現存
     (薬       2)利之 平28.10.19
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1761841,011,6 湖西グリーン薬局 〒431-0422 053-573-0800有限会社　アニメイト安形　慈崇 平12.10. 1 薬局
     湖西市岡崎８８２ー６ 常　勤:    3グリーン　代表取締役 新規 現存
     (薬       3)　松山　基弘 平24.10. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1762841,013,2 松澤薬局　湖西店 〒431-0427 053-577-6600株式会社　松澤薬局　松澤　伸廣 平15. 9. 1 薬局
     湖西市駅南１－５－１０ 常　勤:    4代表取締役　松澤　伸 新規 現存
     (薬       4)廣 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1763841,015,7 有限会社薬豊会　さつ〒431-0431 053-574-3611有限会社薬豊会　取締山本　啓二 平16. 7. 1 薬局
     き薬局 湖西市鷲津７４０－５ 常　勤:    2役社長　山本　啓二 新規 現存
     (薬       2) 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1764841,016,5 アイン薬局　こさい店〒431-0421 053-573-0181株式会社　アインメデ一三　理紗 平17. 7. 1 薬局
     湖西市新所岡崎梅田入会地字藤ヶ常　勤:    6ィオ　代表取締役　佐 新規 現存
     池１５－７１ (薬       6)竹　辰幸 平29. 7. 1
     非常勤:   15
     (薬      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1765841,017,3 さかえ薬局 〒431-0431 053-574-2650有限会社ファーマシー平賀　祥一 平17. 9.15 薬局
     湖西市鷲津７８０ 常　勤:    2・コーポレーション　 新規 現存
     (薬       2)代表取締役　近藤　高 平29. 9.15
     之
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1766841,019,9 新居とんぼ薬局 〒431-0302 053-594-8949有限会社ファームトラ川島　武 平22. 4. 1 薬局
     湖西市新居町新居３３６２－２ 常　勤:    1スト　代表取締役　太 新規 現存
     (薬       1)田　学 平28. 4. 1
     非常勤:   13
     (薬      13)
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 1767841,020,7 チューリップ湖西薬局〒431-0431 053-574-3155株式会社ファルコファ合田　歩 平22.12. 1 薬局
     湖西市鷲津３３１８－３ 常　勤:    3ーマシーズ　代表取締 交代 現存
     (薬       3)役　松原　宣正 平28.12. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1768841,021,5 新居いずみ薬局 〒431-0302 053-523-8949有限会社ファームトラ伊藤　公子 平24. 6. 1 薬局
     湖西市新居町新居１３２３－１ 常　勤:    1スト　代表取締役　太 新規 現存
     (薬       1)田　学 平30. 6. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1769841,022,3 さんさん薬局 〒431-0302 053-595-3300株式会社エムズレイズ金子　大輔 平25. 4. 1 薬局
     湖西市新居町新居４８８－１ 常　勤:    1　代表取締役　川﨑　 新規 現存
     (薬       1)達也 平25. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1770841,023,1 ファミリードラッグシ〒431-0431 053-574-0361株式会社　ココカラフ堤　淳介 平25. 4. 1 薬局
     ーズ薬局　鷲津店 湖西市鷲津１１４４ー１ 常　勤:    1ァイン　ヘルスケア　 交代 現存
     (薬       1)代表取締役　塚本　厚 平25. 4. 1
     非常勤:    4志
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1771841,024,9 あいあい薬局 〒431-0431 053-574-0880株式会社エムズレイズ白井　聡 平26. 4. 1 薬局
     湖西市鷲津３１４３－２ 常　勤:    1　代表取締役　川﨑　 新規 現存
     (薬       1)達也 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1772841,026,4 ウエルシア薬局湖西新〒431-0427 053-573-3111ウエルシア薬局株式会渥美　志保 平26. 9. 1 薬局
     所原店 湖西市駅南４－４－２４ 常　勤:    1社　代表取締役　水野 交代 現存
     (薬       1)　秀晴 平26. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1773841,027,2 古見薬局 〒431-0442 053-574-3130薬局こさい株式会社　髙栁　郁代 平28.12. 1 薬局
     湖西市古見８６２－４ 常　勤:    4代表取締役　塩野　州 交代 現存
     (薬       4)平 平28.12. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1774841,028,0 ホルト薬局 〒431-0303 053-594-6699クラフト株式会社　代内本　光洋 平29. 3. 1 薬局
     湖西市新居町浜名１６９－５ 常　勤:    1表取締役　大塚　吉史 交代 現存
     (薬       1) 平29. 3. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1775841,029,8 ドリーム薬局しんじょ〒431-0424 053-577-0710株式会社ＣＡＭＥＬ・石井　範正 平29. 6. 1 薬局
     はら店 湖西市新所原２－５－２３ 常　勤:    2ＤＲＥＡＭ　代表取締 新規 現存
     (薬       2)役　池畑　純一 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1776841,030,6 杏林堂薬局鷲津店 〒431-0431 053-574-1511株式会社　杏林堂薬局杉浦　佑樹 平29.11. 1 薬局
     湖西市鷲津１０９５ 常　勤:    2　代表取締役　青田　 新規 現存
     (薬       2)英行 平29.11. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


