
 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［富山県］

［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     1 頁

    101,4043,8 寺田薬局 〒930-0044 076-424-1028寺田薬品工業株式会社寺田　ひろ子 昭38. 3.21 薬局
     富山市中央通り一丁目六番四号 常　勤:    2　代表取締役　寺田　 現存
     (薬       2)登 平29. 3.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201,4054,5 有限会社　奥田薬局 〒930-0029 076-432-4448有限会社　奥田薬局　奥田　昌三 昭48.11. 1 薬局
     富山市本町９－１２ 常　勤:    1代表取締役　奥田　昌 休止
     (薬       1)三 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301,4086,7 落合薬局 〒930-0138 076-434-3062落合　仁子 落合　仁子 昭49.10. 1 薬局
     富山市呉羽町５７９５－２８ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    401,4096,6 オキ薬局 〒930-0067 0764(21)3655沖本　洋明 沖本　敦子 昭58. 6.24 薬局
     富山市越前町３－１３ 常　勤:    2 現存
     (薬       2) 平28. 6.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    501,4098,2 吉野薬局 〒930-0972 076-424-6022吉野　高志 吉野　高志 昭59. 9. 5 薬局
     富山市長江新町２－５－２８ 常　勤:    2 現存
     (薬       2) 平29. 9. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    601,4111,3 有限会社城石薬局 〒930-0002 076-432-4614有限会社城石薬局　代城石　正子 昭62.12.19 薬局
     富山市新富町２丁目５番７号 常　勤:    2表取締役　城石　正子 現存
     (薬       2) 平29.12.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    701,4133,7 フジイ薬局 〒930-0825 076-451-1290藤井　明美 藤井　明美 平 5. 1. 1 薬局
     富山市上飯野新町３－３９１ 常　勤:    2 現存
     (薬       2) 平29. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    801,4143,6 三ツ葉調剤薬局 〒930-0093 076-444-6886株式会社アモール　代清水　利保 平 6. 3. 1 薬局
     富山市内幸町２－１０ 常　勤:    2表取締役　橋場　元 現存
     (薬       2) 平30. 3. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    901,4146,9 チューリップ富山駅前〒930-0003 076-433-8110チューリップ調剤株式石野　彩世 平 6. 8. 1 薬局
     薬局 富山市桜町２－１－５　ブレイン常　勤:    1会社　代表取締役　武 新規 現存
     桜ビル (薬       1)内泰司 平24. 8. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   1001,4155,0 あおぞら薬局 〒939-8075 076-422-5454株式会社アモール　代内藤　敬子 平 7. 1. 1 薬局
     富山市今泉１４７ 常　勤:    3表取締役　橋場　元 現存
     (薬       3) 平28. 1. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1101,4159,2 チューリップ山室薬局〒939-8006 076-493-8655チューリップ調剤株式青木　あずさ 平 7.10. 1 薬局
     富山市山室４３番地の９ 常　勤:    3会社　代表取締役　武 新規 現存
     (薬       3)内泰司 平28.10. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1201,4161,8 かみいいの薬局 〒930-0827 076-452-9339有限会社メディファム長谷川　靖彦 平 7.12. 1 薬局
     富山市上飯野１番の１ 常　勤:    9いずみ　代表取締役　 新規 現存
     (薬       9)杉林　功進 平28.12. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1301,4162,6 長沢薬局 〒939-8036 076-424-2010長沢　博治 長沢　博治 平 8. 1.16 薬局
     富山市高屋敷８３３番地１号タカ常　勤:    1 移動 現存
     サンビル１Ｆ (薬       1) 平29. 1.16
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1401,4167,5 シマサキ薬局 〒930-0033 076-423-0692島崎　裕子 島崎　裕子 平 8. 4.12 薬局
     富山市元町１－６－４ 常　勤:    1 交代 現存
     (薬       1) 平29. 4.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1501,4168,3 フタバファーマシー 〒930-0851 076-431-5211株式会社アモール　代髙松　茂樹 平 8. 7. 1 薬局
     富山市奥田双葉町１１番１６号 常　勤:    2表取締役　橋場　元 移動 現存
     (薬       2) 平29. 7. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1601,4173,3 ほんごう薬局 〒939-8045 076-493-6067有限会社浅利薬局　代浅利　太伸 平 9. 1.20 薬局
     富山市本郷町５区１３０ー１２ 常　勤:    1表取締役　浅利太伸 新規 現存
     (薬       1) 平30. 1.20
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   1701,4175,8 チューリップ牛島薬局〒930-0859 076-441-1340チューリップ調剤株式島津　靖子 平 9. 5. 1 薬局
     富山市牛島本町２丁目２番９号 常　勤:    2会社　代表取締役　武 新規 現存
     (薬       2)内泰司 平30. 5. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1801,4179,0 栄町漢方薬局 〒930-0032 076-421-8886舘　利明 舘　利明 平 9. 7. 1 薬局
     富山市栄町２丁目３ー１ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1901,4187,3 ミナミ薬局 〒939-8132 076-428-0373株式会社アモール　代相川　理恵 平10. 4. 1 薬局
     富山市月岡町６丁目７１８番地の常　勤:    3表取締役　橋場　元 新規 現存
     １ (薬       3) 平28. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2001,4189,9 すぎたに調剤薬局 〒930-0151 076-436-3202有限会社　尚栄　代表丸池　寛 平10. 7. 1 薬局
     富山市古沢６３１番地 常　勤:    3取締役　長谷川　尚 新規 現存
     (薬       3) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2101,4194,9 蔵薬局 〒939-8134 076-428-9696蔵本　淳司 蔵本　淳司 平10.10. 1 薬局
     富山市上千俵町５６２ー２ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平28.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2201,4199,8 富山総合薬局 〒939-8282 076-420-3995有限会社クリニカルフ谷口　裕外 平11.10. 1 薬局
     富山市今泉北部町１番地の１ＯＡ常　勤:    2ァーマシー　代表取締 新規 現存
     Ｌビル１階 (薬       2)役　岩崎裕昭 平29.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2301,4204,6 南ケ丘グリーン薬局 〒939-8132 076-428-5740有限会社　グリーン調武田　奨 平12. 5. 1 薬局
     富山市月岡町６丁目４８－２ 常　勤:    2剤　取締役　作村　廣 新規 現存
     (薬       2)幸 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2401,4206,1 チューリップ呉羽薬局〒930-0138 076-427-1314チューリップ調剤株式油尾　真弓 平12. 7. 1 薬局
     富山市呉羽町７３３１－１３ 常　勤:    2会社　代表取締役　武 新規 現存
     (薬       2)内泰司 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   2501,4207,9 ひこ薬局 〒939-8064 076-420-5720有限会社ジャパンヘル大塚　民子 平12. 9. 1 薬局
     富山市赤田７７６－５ 常　勤:    1スカンパニー　代表取 新規 現存
     (薬       1)締役　竹本博 平24. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2601,4208,7 西田地方薬局 〒939-8271 076-493-0156有限会社西田地方薬局有澤　みさを 平12. 8. 1 薬局
     富山市太郎丸西町１丁目９番地の常　勤:    2　取締役　有澤みさを 組織変更 現存
     １７ (薬       2) 平24. 8. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2701,4209,5 あざみ薬局 〒930-0066 076-420-7181有限会社　メイワ　代棚田　万里子 平12.11. 1 薬局
     富山市千石町６丁目３の６ 常　勤:    1表取締役　野上明 新規 現存
     (薬       1) 平24.11. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2801,4214,5 藤の木薬局 〒930-0936 076-495-6868株式会社アモール　代島田　智香子 平13. 4. 1 薬局
     富山市藤木１８２９－１ 常　勤:    5表取締役　橋場　元 新規 現存
     (薬       5) 平25. 4. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2901,4215,2 チューリップ元町薬局〒930-0033 076-420-7877チューリップ調剤株式上田　直樹 平13. 4. 2 薬局
     富山市元町１丁目２番１２ 常　勤:    2会社　代表取締役　武 新規 現存
     (薬       2)内泰司 平25. 4. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3001,4223,6 ごそうつばさ薬局 〒930-0882 076-443-4193有限会社　つばさファ前花　佳史 平13. 9. 1 薬局
     富山市五艘１６３１番地１ 常　勤:    2ルマ　代表取締役　増 新規 現存
     (薬       2)田　晶彦 平25. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3101,4225,1 どれみ薬局 〒930-0966 076-422-7775有限会社　ピーエムサ古畑　邦一 平14. 2.25 薬局
     富山市石金３丁目１－３６ 常　勤:    1イエンス　代表取締役 新規 現存
     (薬       1)　古畑　邦一 平26. 2.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3201,4228,5 興南薬局 〒939-8222 076-428-9383有限会社　アイエムピ水野　美子 平14. 4. 1 薬局
     富山市蜷川１１－５ 常　勤:    4イ　代表取締役　長森 新規 現存
     (薬       4)　裕 平26. 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［富山県］

［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     5 頁

   3301,4229,3 あねくら薬局 〒930-0136 076-427-2655有限会社　メイワ　代志垣　達彦 平14. 4. 1 薬局
     富山市呉羽町６２０３－８ 常　勤:    1表取締役　野上　明 新規 現存
     (薬       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3401,4230,1 ひばり薬局 〒930-0010 076-405-0805有限会社　丸の内薬局林　三千彦 平14. 4. 1 薬局
     富山市稲荷元町２丁目２－９　ペ常　勤:    1　代表取締役　林　三 新規 現存
     ルレ平安１Ｆ (薬       1)千彦 平26. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3501,4231,9 城南薬局 〒939-8204 076-495-5805有限会社　西田地方薬有澤　義夫 平14. 5. 1 薬局
     富山市新根塚３丁目５－８ 常　勤:    1局　取締役　有澤　み 移動 現存
     (薬       1)さを 平26. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3601,4233,5 チューリップ楠木薬局〒931-8442 076-426-0310チューリップ調剤株式長田　愛乃 平14. 6. 1 薬局
     富山市楠木４３－３ 常　勤:    2会社　代表取締役　武 新規 現存
     (薬       2)内泰司 平26. 6. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3701,4236,8 Ｖ・ｄｒｕｇ　富山太〒939-8272 076-420-3958中部薬品株式会社　代江本　功一 平14.11. 1 薬局
     郎丸薬局 富山市太郎丸本町四丁目２番５ 常　勤:    1表取締役　高巣　基彦 新規 現存
     (薬       1) 平26.11. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3801,4237,6 和合薬局 〒930-2233 076-435-9315有限会社　ファーマシ古川　ひろみ 平15. 3. 1 薬局
     富山市布目１９８１－３ 常　勤:    1ステムズ　代表取締役 新規 現存
     (薬       1)　佐藤栄一 平27. 3. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3901,4239,2 西尾薬局下堀店 〒939-8055 076-494-1181株式会社オルタナ　代志手　真人 平15. 4. 1 薬局
     富山市下堀９－１ 常　勤:    1表取締役　西尾　公秀 新規 現存
     (薬       1) 平27. 4. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   4001,4242,6 チューリップ大泉本町〒939-8094 076-420-5105チューリップ調剤株式森田　真理子 平15. 6. 1 薬局
     薬局 富山市大泉本町２丁目３－１５ 常　勤:    2会社　代表取締役　武 新規 現存
     (薬       2)内泰司 平27. 6. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4101,4243,4 佐々木薬局なかがわ店〒939-0521 076-479-1086佐々木　剛太郎 佐々木　剛太郎 平15. 6. 1 薬局
     富山市水橋中村町７１番地 常　勤:    1 交代 現存
     (薬       1) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4201,4247,5 グリーン今泉薬局 〒939-8075 076-420-1101有限会社グリーン調剤藤本　周吾 平15.12. 1 薬局
     富山市今泉３０２番１ 常　勤:    5　取締役　作村廣幸 新規 現存
     (薬       5) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4301,4249,1 チューリップ呉羽高校〒930-0138 076-434-8508チューリップ調剤株式橋本　純子 平16. 4. 1 薬局
     前薬局 富山市呉羽町寺田２０７０－６ 常　勤:    2会社　代表取締役　武 新規 現存
     (薬       2)内泰司 平28. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4401,4250,9 つきおか　つばさ薬局〒939-8132 076-428-8232有限会社つばさファル増田　晶彦 平16. 4. 1 薬局
     富山市月岡町４丁目７０１番２ 常　勤:    2マ　代表取締役　増田 新規 現存
     (薬       2)　晶彦 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4501,4253,3 あおば薬局堀店 〒939-8057 076-491-6012株式会社バンテージ　内田　丈夫 平16. 6. 1 薬局
     富山市堀２０８ 常　勤:    1代表取締役　今井健太 移動 現存
     (薬       1) 平28. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4601,4256,6 チューリップ城川原北〒931-8325 076-437-2562チューリップ調剤株式門嶋　穂高 平16. 8. 1 薬局
     薬局 富山市城川原２丁目２０－１ 常　勤:    2会社　代表取締役　武 新規 現存
     (薬       2)内泰司 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4701,4257,4 チューリップ水橋薬局〒939-3515 076-479-6033チューリップ調剤株式杉本　広子 平16.10. 1 薬局
     富山市水橋辻ケ堂１２７５－１６常　勤:    2会社　代表取締役　武 新規 現存
     ９ (薬       2)内泰司 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4801,4261,6 チューリップ町村薬局〒930-0952 076-493-6353チューリップ調剤株式吉田　孝子 平17. 2. 1 薬局
     富山市町村２丁目３３ 常　勤:    2会社　代表取締役　武 新規 現存
     (薬       2)内泰司 平29. 2. 1
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   4901,4264,0 フジムラ薬局 〒939-2252 076-467-0438有限会社フジムラ　代吉田　美穂 平 6. 1.25 薬局
     富山市上大久保１８９３－１ 常　勤:    3表取締役　吉田　真吾 現存
     (薬       3) 平30. 1.25
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5001,4267,3 フジムラ薬局　キャロ〒939-2251 076-467-5513有限会社フジムラ　代吉田　真吾 平11. 5. 1 薬局
     ット１店 富山市下大久保２５１３ー１キャ常　勤:    1表取締役　吉田　真吾 新規 現存
     ロット１内 (薬       1) 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5101,4268,1 柴田薬局 〒930-1312 076-483-1540有限会社柴田薬局　代柴田　公子 平16. 5. 1 薬局
     富山市上滝４０４ 常　勤:    1表取締役　柴田　公子 組織変更 現存
     (薬       1) 平28. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5201,4270,7 ヤマト薬局 〒939-2706 076-466-6177有限会社ヤマトメディ竹内　範子 平11. 9. 1 薬局
     富山市婦中町速星２６１ー１ 常　勤:    1カル　代表取締役　作 新規 現存
     (薬       1)村　廣幸 平29. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5301,4271,5 ホシ薬局 〒939-2753 076-466-2284有限会社　横井共榮堂森　美詠子 平12. 8. 1 薬局
     富山市婦中町笹倉２２番地の１ 常　勤:    1　代表取締役　森　美 組織変更 現存
     (薬       1)詠子 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5401,4273,1 チューリップ砂子田薬〒939-2727 076-466-0710チューリップ調剤　株石田　剛 平13. 7. 2 薬局
     局 富山市婦中町砂子田８１ー２６５常　勤:    2式会社　代表取締役　 新規 現存
     (薬       2)武内泰司 平25. 7. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5501,4274,9 西尾薬局　婦中店 〒939-2721 076-466-6388株式会社オルタナ　代安本　眞規子 平14. 5. 7 薬局
     富山市婦中町板倉４６２番３ 常　勤:    1表取締役　西尾　公秀 移動 現存
     (薬       1) 平26. 5. 7
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5601,4275,6 ノガミ薬局 〒939-2702 076-494-1170有限会社　メイワ　代野上　明 平14. 5. 1 薬局
     富山市婦中町田島１０４０－１ 常　勤:    2表取締役　野上　明 移動 現存
     (薬       2) 平26. 5. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
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   5701,4276,4 コムコム 〒939-2721 076-466-0780株式会社　パナコム　久野　信一 平15. 4. 1 薬局
     富山市婦中町板倉２６８－１ 常　勤:    1代表取締役　長田　富 新規 現存
     (薬       1)夫 平27. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5801,4278,0 ミヤザキ薬局 〒939-2306 076-454-2318有限会社ミヤザキ　代宮﨑　敬子 平17. 5. 1 薬局
     富山市八尾町井田５７７２ 常　勤:    2表取締役　宮﨑　憲夫 組織変更 現存
     (薬       2) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5901,4279,8 清宗薬局 〒930-0044 076-421-2216清水　宗則 清水　裕美 平17. 4.12 薬局
     富山市中央通り３丁目１－２３ 常　勤:    1 交代 現存
     (薬       1) 平29. 4.12
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6001,4283,0 エビス薬局 〒930-0083 076-421-6496富樫　芳夫 富樫　芳夫 平17. 7. 1 薬局
     富山市総曲輪３丁目２番１８号 常　勤:    1 移動 現存
     (薬       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6101,4285,5 あおば薬局くれは店 〒930-0138 076-436-2302株式会社バンテージ　山原　裕史 平17.10. 1 薬局
     富山市呉羽町字海老山７１８７－常　勤:    1代表取締役　今井健太 新規 現存
     ２７ (薬       1) 平29.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6201,4287,1 チューリップ古沢薬局〒930-0151 076-434-8281チューリップ調剤株式青塚　沙織 平18. 3. 1 薬局
     富山市古沢５４７番地 常　勤:    1会社　代表取締役　武 新規 現存
     (薬       1)内泰司 平30. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6301,4288,9 あおば薬局水橋店 〒939-0526 076-479-1433株式会社フレッグ　代上野　智寿 平18. 4. 1 薬局
     富山市水橋舘町４１５－１ 常　勤:    1表取締役　長谷川　宏 新規 現存
     (薬       1)明 平30. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6401,4289,7 はやほし調剤薬局 〒939-2706 076-466-1311有限会社ハートメディ福森　洋一郎 平18. 4. 1 薬局
     富山市婦中町速星８０７－１ 常　勤:    3カル　代表取締役　福 新規 現存
     (薬       3)森　洋一郎 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
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   6501,4291,3 アイビー薬局 〒930-0175 076-436-1100株式会社フィオーレ　前田　泰秀 平18.10.10 薬局
     富山市願海寺字水口３９７－６ 常　勤:    1代表取締役　小出　則 新規 現存
     (薬       1)明 平24.10.10
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6601,4292,1 クスリのアオキ婦中薬〒939-2705 076-466-0817株式会社クスリのアオ細田　唯 平18.10.16 薬局
     局 富山市婦中町宮ケ島３１５ 常　勤:    1キ　代表取締役　青木 新規 現存
     (薬       1)宏憲 平24.10.16
     非常勤:   12
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6701,4293,9 加藤薬局 〒930-0063 076-421-4066加藤　敏子 加藤　敏子 平19. 3. 1 薬局
     富山市太田口通り３－４－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6801,4294,7 下新薬局 〒930-0803 076-442-7750株式会社アモール　代島崎　司 平19. 4. 2 薬局
     富山市下新本町３番８号 常　勤:    5表取締役　橋場　元 新規 現存
     (薬       5) 平25. 4. 2
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6901,4295,4 クオール薬局　下飯野〒931-8443 076-437-2727クオール株式会社　代長澤　岳志 平19. 5. 1 薬局
     店 富山市下飯野字善門１２番１ 常　勤:    6表取締役　中村　敬 新規 現存
     (薬       6) 平25. 5. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7001,4296,2 Ｖ・ｄｒｕｇ　富山婦〒939-2719 076-466-0805中部薬品株式会社　代青井　一浩 平19. 5. 1 薬局
     中薬局 富山市婦中町西ヶ丘１９２５ 常　勤:    1表取締役　高巣　基彦 新規 現存
     (薬       1) 平25. 5. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7101,4297,0 ハート薬局下奥井店 〒930-0817 076-461-8735株式会社ビッグライム三嶋　敬章 平19. 6. 1 薬局
     富山市下奥井１丁目２２番１０号常　勤:    1　代表取締役　冨樫義 新規 現存
     (薬       1)光 平25. 6. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   7201,4298,8 たけ調剤薬局 〒930-0862 076-494-2323久々江　曜子 西田　繭子 平20. 1. 1 薬局
     富山市有沢１９６－６ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平26. 1. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7301,4299,6 ラベンダー薬局ファボ〒939-2716 076-466-4601株式会社Ｈｅａｌｔｈ瀬尾　恭啓 平20. 2. 1 薬局
     ーレ店 富山市婦中町下轡田１６５番地の常　勤:    1　ａｎｄ　Ｙｏｕｔｈ 新規 現存
     １ (薬       1)　代表取締役　瀬尾　 平26. 2. 1
     非常勤:    1恭啓
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7401,4300,2 チューリップ大山薬局〒930-1326 076-461-0066チューリップ調剤株式廣瀨　由香里 平20. 2. 1 薬局
     富山市花崎８６番２ 常　勤:    1会社　代表取締役　武 新規 現存
     (薬       1)内泰司 平26. 2. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7501,4302,8 フロンティア薬局富山〒930-0975 076-425-3211株式会社フロンティア桑原　真紀 平20.10.14 薬局
     中央店 富山市西長江１丁目６－３７ 常　勤:    2　代表取締役　重森裕 移動 現存
     (薬       2)之 平26.10.14
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7601,4303,6 金屋すばる薬局 〒930-0873 076-431-0701芝田　秀則 芝田　秀則 平20.12. 1 薬局
     富山市金屋字中島３８２７番８ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7701,4305,1 日本調剤富山大前薬局〒930-0152 076-434-8266日本調剤株式会社　代二谷　雄作 平21. 2. 2 薬局
     富山市杉谷１０６番地４ 常　勤:    1表取締役　三津原　博 新規 現存
     (薬       1) 平27. 2. 2
     非常勤:   12
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7801,4306,9 本郷はなの木薬局 〒939-8045 076-495-8366株式会社へリックスケ萩原　淳一 平21. 3.29 薬局
     富山市本郷町３区１９８番３ 常　勤:    2アファーマ　代表取締 新規 現存
     (薬       2)役　曽我　望武 平27. 3.29
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   7901,4309,3 クスリのアオキ富山県〒930-0975 076-422-3433株式会社クスリのアオ武田　康志 平21. 6. 1 薬局
     立中央病院前薬局 富山市西長江三丁目１番５号 常　勤:    2キ　代表取締役　青木 新規 現存
     (薬       2)宏憲 平27. 6. 1
     非常勤:   12
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8001,4310,1 クスリのアオキ大沢野〒939-2252 076-468-8688株式会社　クスリのア堤下　寛之 平21. 7. 1 薬局
     薬局 富山市上大久保１０５０番１ 常　勤:    2オキ　代表取締役　青 新規 現存
     (薬       2)木宏憲 平27. 7. 1
     非常勤:   16
     (薬      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8101,4311,9 クスリのアオキ堀川薬〒939-8049 076-494-1022株式会社クスリのアオ荒井　周治 平21.10. 5 薬局
     局 富山市堀川本郷１５番１２ 常　勤:    1キ　代表取締役　青木 新規 現存
     (薬       1)宏憲 平27.10. 5
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8201,4312,7 たんぽぽ薬局不二越店〒930-0964 076-421-1051たんぽぽ薬局株式会社小谷　将之 平21.11. 1 薬局
     富山市東石金町１１番６２号 常　勤:    5　代表取締役　松野　 新規 現存
     (薬       5)英子 平27.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8301,4314,3 富山総合薬局上赤江店〒930-0816 076-431-9393有限会社クリニカルフ廣澤　求 平22. 2. 1 薬局
     富山市上赤江町２丁目１１８５－常　勤:    1ァーマシー　代表取締 新規 現存
     ６ (薬       1)役　岩崎　裕昭 平28. 2. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8401,4316,8 アイン薬局富山市民病〒939-8282 076-493-1706株式会社アインメディ原　理恵 平22. 4. 1 薬局
     院前店 富山市今泉北部町１ー５富山市今常　勤:    4オ　代表取締役　佐竹 交代 現存
     泉ふれあいハウス１階 (薬       4)　辰幸 平28. 4. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8501,4317,6 いわせ薬局 〒931-8358 076-438-9399株式会社アインメディ牧野　史弥 平22. 4. 1 薬局
     富山市東岩瀬町３３３ 常　勤:    4オ　代表取締役　佐竹 交代 現存
     (薬       4)　辰幸 平28. 4. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   8601,4319,2 サンウッド薬局　桃井〒930-0072 076-493-1116株式会社アインメディ棚田　真理子 平22. 4. 1 薬局
     富山市桃井町２－３－８ 常　勤:    2オ　代表取締役　佐竹 交代 現存
     (薬       2)　辰幸 平28. 4. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8701,4320,0 さくら薬局　うしじま〒930-0859 076-443-5277クラフト株式会社　代羽澤　一雅 平22. 4. 1 薬局
     店 富山市牛島本町２－２－９ 常　勤:    2表取締役　大塚　吉史 組織変更 現存
     (薬       2) 平28. 4. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8801,4321,8 さくら薬局　ながえ店〒930-0975 076-407-1011クラフト株式会社　代石塚　安治 平22. 4. 1 薬局
     富山市西長江３－１－７ 常　勤:    1表取締役　大塚　吉史 組織変更 現存
     (薬       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8901,4322,6 さくら薬局　富山大学〒930-0151 076-434-9384クラフト株式会社　代村山　大輔 平22. 4. 1 薬局
     前店 富山市古沢７４６－２ 常　勤:    2表取締役　大塚　吉史 組織変更 現存
     (薬       2) 平28. 4. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9001,4323,4 フロンティア薬局富大〒930-0152 076-436-1901株式会社フロンティア坂井　通子 平22. 6. 1 薬局
     前店 富山市杉谷３１４７－１ 常　勤:    2　代表取締役　重森裕 新規 現存
     (薬       2)之 平28. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9101,4324,2 アイン薬局富山大学病〒930-0152 076-436-2352株式会社アインメディ原井　厚子 平22. 7.20 薬局
     院前店 富山市杉谷１０６番１ 常　勤:    2オ　代表取締役　佐竹 移動 現存
     (薬       2)　辰幸 平28. 7.20
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9201,4325,9 薬局あこーれ 〒930-0982 076-471-5186株式会社フィオーレ　小泉　洋子 平22. 8. 1 薬局
     富山市荒川２丁目３－１ 常　勤:    2代表取締役　小出　則 新規 現存
     (薬       2)明 平28. 8. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   9301,4326,7 クスリのアオキ根塚薬〒939-8204 076-492-1323株式会社クスリのアオ柳瀬　明日香 平22. 8. 2 薬局
     局 富山市根塚町３丁目１０番５号 常　勤:    2キ　代表取締役　青木 新規 現存
     (薬       2)宏憲 平28. 8. 2
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9401,4327,5 あおば薬局中川原店 〒939-8015 076-492-2108株式会社バンテージ　藤原　一央 平22. 8.17 薬局
     富山市中川原字土場割４３番地１常　勤:    1代表取締役　今井健太 新規 現存
     (薬       1) 平28. 8.17
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9501,4329,1 クスリのアオキ西長江〒930-0975 076-492-2501株式会社クスリのアオ牧田　悦子 平22. 9. 1 薬局
     薬局 富山市西長江四丁目１番４７号 常　勤:    2キ　代表取締役　青木 新規 現存
     (薬       2)宏憲 平28. 9. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9601,4330,9 富南薬局 〒939-8182 076-464-5781株式会社アモール　代村井　大樹 平22. 9. 1 薬局
     富山市悪王寺４３－２ 常　勤:    2表取締役　橋場　元 新規 現存
     (薬       2) 平28. 9. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9701,4331,7 大田薬局 〒939-8082 076-421-4727大田　博 大田　博 平22. 9.30 薬局
     富山市小泉町１４４ 常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平28. 9.30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9801,4332,5 総曲輪薬局 〒930-0083 076-495-7110有限会社ファーマシス杉江　智則 平22. 9.19 薬局
     富山市総曲輪４丁目８番１の１０常　勤:    2テムズ　代表取締役　 移動 現存
     ２ (薬       2)佐藤栄一 平28. 9.19
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9901,4334,1 江本薬局 〒939-2354 076-455-2487江本　正明 江本　正明 平22.12. 5 薬局
     富山市八尾町東町２２１２－１ 常　勤:    2 移動 現存
     (薬       2) 平28.12. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10001,4335,8 クスリのアオキ上飯野〒930-0824 076-452-0831株式会社クスリのアオ坂元　裕美 平23. 2. 1 薬局
     薬局 富山市鶴ケ丘町１番１ 常　勤:    1キ　代表取締役　青木 新規 現存
     (薬       1)宏憲 平29. 2. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
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  10101,4336,6 西尾薬局　上飯野店 〒930-0827 076-471-7827株式会社オルタナ　代鶴沢　幸治 平23. 4. 1 薬局
     富山市上飯野２９－３ 常　勤:    2表取締役　西尾　公秀 新規 現存
     (薬       2) 平29. 4. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10201,4338,2 経堂薬局 〒930-0951 076-461-7340株式会社アモール　代西澤　弘人 平23. 6. 1 薬局
     富山市経堂４－７－２ 常　勤:    2表取締役　橋場　元 新規 現存
     (薬       2) 平29. 6. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10301,4340,8 にこっと薬局 〒930-0010 076-439-1280グローブ株式会社　代永田　伸一 平23. 9. 1 薬局
     富山市稲荷元町１丁目９番１号 常　勤:    1表取締役　永田　伸一 新規 現存
     (薬       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10401,4341,6 あおば薬局石金店 〒930-0966 076-464-5819株式会社フレッグ　代浄川　進 平23.11. 1 薬局
     富山市石金３丁目１－１０ 常　勤:    1表取締役　長谷川　宏 新規 現存
     (薬       1)明 平29.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10501,4342,4 鵜坂わだ薬局 〒939-2718 076-482-6414株式会社ファーマ・ケ和田　圭子 平23.11. 1 薬局
     富山市婦中町分田７６－１ 常　勤:    2ア　代表取締役　和田 新規 現存
     (薬       2)　茂 平29.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10601,4346,5 五福薬局 〒930-0866 076-491-5298有限会社メイワ　代表安吉　万里子 平24. 4. 1 薬局
     富山市高田１１９－１ 常　勤:    2取締役　野上　明 移動 現存
     (薬       2) 平30. 4. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10701,4347,3 たけ調剤薬局とやま駅〒930-0002 076-442-1133久々江　曜子 久々江　曜子 平24. 5. 1 薬局
     前店 富山市新富町１－１－４　α－１常　勤:    1 新規 現存
     ビル１階 (薬       1) 平30. 5. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  10801,4350,7 ハート薬局天正寺店 〒930-0955 076-481-6263株式会社ビッグライム平村　茂樹 平24. 9. 1 薬局
     富山市天正寺２０２番地１ 常　勤:    1　代表取締役　冨樫義 新規 現存
     (薬       1)光 平24. 9. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10901,4351,5 薬局あるこ 〒939-8045 076-461-6836株式会社フィオーレ　石黒　綱一 平24.10. 1 薬局
     富山市本郷町２３３－２ 常　勤:    2代表取締役　小出則明 新規 現存
     (薬       2) 平24.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11001,4352,3 ウエルシア薬局富山大〒939-8087 076-420-3878ウエルシア薬局株式会三浦　健太郎 平24. 9. 1 薬局
     泉店 富山市大泉町２－２－１ 常　勤:    2社　代表取締役　水野 交代 現存
     (薬       2)秀晴 平24. 9. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11101,4354,9 ウエルシア薬局富山上〒930-0827 076-451-7450ウエルシア薬局株式会竹内　好子 平24. 9. 1 薬局
     飯野店 富山市上飯野字道下２－７ 常　勤:    2社　代表取締役　水野 交代 現存
     (薬       2)秀晴 平24. 9. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11201,4355,6 ウエルシア薬局富山五〒930-0887 076-443-8107ウエルシア薬局株式会室谷　和弘 平24. 9. 1 薬局
     福店 富山市五福５３８５－３ 常　勤:    5社　代表取締役　水野 交代 現存
     (薬       5)秀晴 平24. 9. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11301,4356,4 ウエルシア薬局富山天〒930-0955 076-461-6880ウエルシア薬局株式会横田　篤 平24. 9. 1 薬局
     正寺店 富山市天正寺１１０５ 常　勤:    1社　代表取締役　水野 交代 現存
     (薬       1)秀晴 平24. 9. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11401,4357,2 ウエルシア薬局富山奥〒930-0827 076-482-3002ウエルシア薬局株式会齊藤　圭佑 平24. 9. 1 薬局
     田店 富山市奥田町３５－１ 常　勤:    2社　代表取締役　水野 交代 現存
     (薬       2)秀晴 平24. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  11501,4358,0 そうごう薬局双代店 〒930-0975 076-492-2323総合メディカル株式会大貫　哲也 平24.10. 1 薬局
     富山市西長江１丁目３番５１号 常　勤:    3社　代表取締役　坂本 交代 現存
     (薬       3)　賢治 平24.10. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11601,4359,8 とやま調剤薬局　藤の〒930-0942 076-492-5651株式会社コム・メディ野理　正行 平24.11. 1 薬局
     木店 富山市藤の木園町１４８ 常　勤:    1カル　代表取締役　佐 新規 現存
     (薬       1)々木一嘉 平24.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11701,4360,6 ウエルシア薬局富山呉〒930-0115 076-434-4700ウエルシア薬局株式会宮尾　静香 平24.12. 1 薬局
     羽店 富山市茶屋町６１４－１２ 常　勤:    2社　代表取締役　水野 新規 現存
     (薬       2)秀晴 平24.12. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11801,4361,4 グリーン辰巳町薬局 〒930-0053 076-481-6508有限会社ヤマトメディ三村　昌子 平25. 1. 1 薬局
     富山市辰巳町２丁目５－６ 常　勤:    2カル　代表取締役　作 新規 現存
     (薬       2)村廣幸 平25. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11901,4362,2 漢方薬師堂 〒930-0044 076-422-2888有限会社　薬師製薬　麦島　康主長 平25. 1. 1 薬局
     富山市中央通り３丁目２－１５ 常　勤:    3代表取締役　麦島康主 新規 現存
     (薬       3)長 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12001,4364,8 チューリップ富山南薬〒939-8071 076-481-6804チューリップ調剤株式恒田　祐樹 平25. 4. 1 薬局
     局 富山市上袋３５３番地　上武ビル常　勤:    2会社　代表取締役　武 新規 現存
     (薬       2)内泰司 平25. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12101,4366,3 チューリップ長江中央〒930-0975 076-495-8722チューリップ調剤株式竹内　竜大 平25. 6. 1 薬局
     薬局 富山市西長江三丁目１番７号 常　勤:    3会社　代表取締役　武 移動 現存
     (薬       3)内泰司 平25. 6. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  12201,4368,9 すみれ薬局緑町店 〒930-0038 076-481-6768有限会社オースリー　加藤　彰 平25. 8. 1 薬局
     富山市緑町一丁目１－８ 常　勤:    1代表取締役　高橋義男 新規 現存
     (薬       1) 平25. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12301,4369,7 クスリのアオキ呉羽薬〒930-0138 076-427-0807株式会社クスリのアオ信田　量平 平25. 8. 1 薬局
     局 富山市呉羽町字草田２４７４番 常　勤:    2キ　代表取締役　青木 新規 現存
     (薬       2)宏憲 平25. 8. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12401,4372,1 さくら薬局　富山北の〒931-8332 076-471-5252クラフト株式会社　代斉藤　匠 平25. 9. 1 薬局
     森店 富山市森三丁目３番１８号 常　勤:    1表取締役　大塚吉史 新規 現存
     (薬       1) 平25. 9. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12501,4373,9 クスリのアオキ岩瀬東〒931-8453 076-438-7150株式会社クスリのアオ吉野　明香 平25.10. 1 薬局
     薬局 富山市中田一丁目２番３０号 常　勤:    1キ　代表取締役　青木 新規 現存
     (薬       1)宏憲 平25.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12601,4374,7 Ｖ・ｄｒｕｇ　富山花〒939-8201 076-423-2250中部薬品株式会社　代堀　耕造 平25.10. 1 薬局
     園薬局 富山市花園町三丁目８番地３号 常　勤:    1表取締役　高巣　基彦 新規 現存
     (薬       1) 平25.10. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12701,4375,4 ウエルシア薬局富山赤〒939-8064 076-425-1511ウエルシア薬局株式会安藤　ひとみ 平25.10. 1 薬局
     田店 富山市赤田７９０－１ 常　勤:    2社　代表取締役　水野 新規 現存
     (薬       2)秀晴 平25.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12801,4376,2 とやま調剤薬局　大町〒939-8073 076-461-5570株式会社コム・メディ高尾　佐和子 平25.12. 1 薬局
     店 富山市大町１番６号 常　勤:    1カル　代表取締役　佐 新規 現存
     (薬       1)々木一嘉 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  12901,4377,0 たちいで薬局 〒930-0975 076-464-5337株式会社アモール　代岩瀬　悠 平25.12. 1 薬局
     富山市西長江一丁目１－１４ 常　勤:    2表取締役　橋場元 新規 現存
     (薬       2) 平25.12. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13001,4378,8 みらい　天正寺薬局 〒930-0955 076-464-5793株式会社ファーマみら林　泰子 平25.11. 1 薬局
     富山市天正寺１０７６番地 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:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13101,4379,6 みらい　太郎丸薬局 〒939-8271 076-481-6583株式会社ファーマみら上野　恵子 平25.11. 1 薬局
     富山市太郎丸西町二丁目８番１０常　勤:    2い　代表取締役　清原 交代 現存
     号タウンハウス８８ (薬       2)　陽子 平25.11. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13201,4380,4 みらい　高田薬局 〒930-0866 076-461-6036株式会社ファーマみら佐藤　孝志 平25.11. 1 薬局
     富山市高田６３－１ 常　勤:    4い　代表取締役　清原 交代 現存
     (薬       4)　陽子 平25.11. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13301,4381,2 みらい　太田口薬局 〒930-0063 076-461-4283株式会社ファーマみら海沼　将 平25.11. 1 薬局
     富山市太田口通り三丁目５番１６常　勤:    2い　代表取締役　清原 交代 現存
     号 (薬       2)　陽子 平25.11. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13401,4382,0 みらい　堀川薬局 〒939-8081 076-461-4854株式会社ファーマみら滝本　純大 平25.11. 1 薬局
     富山市堀川小泉町一丁目５番４号常　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:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13501,4383,8 荒川薬局 〒930-0982 076-495-8456株式会社ファーマみら荒川　史雄 平25.11. 1 薬局
     富山市荒川五丁目５番１号 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:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  13601,4384,6 桜町薬局 〒930-0003 076-411-4193大塚　英治 大塚　英治 平26. 1. 1 薬局
     富山市桜町一丁目３番４号東洋１常　勤:    2 交代 現存
     ２ビル１Ｆ (薬       2) 平26. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13701,4385,3 チューリップ西中野薬〒939-8083 076-461-5445チューリップ調剤株式古谷田　陽子 平26. 2. 1 薬局
     局 富山市西中野本町５－１５フェイ常　勤:    1会社　代表取締役　武 新規 現存
     スビル１Ｆ (薬       1)内泰司 平26. 2. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13801,4386,1 ハート薬局呉羽店 〒930-0142 076-471-6582株式会社ビッグライム岡﨑　文夫 平26. 4. 1 薬局
     富山市吉作３７１番５６ 常　勤:    1　代表取締役　冨樫義 新規 現存
     (薬       1)光 平26. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13901,4387,9 ハート薬局神通本町店〒930-0008 076-471-7852株式会社ビッグライム舩守　伸崇 平26. 4. 1 薬局
     富山市神通本町一丁目９番１３号常　勤:    1　代表取締役　冨樫義 新規 現存
     (薬       1)光 平26. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14001,4388,7 瑠璃光薬局　秋吉店 〒930-0953 076-461-7258株式会社瑠璃光　代表大西　正毅 平26. 4. 1 薬局
     富山市秋吉１１３－１０ 常　勤:    2取締役　中谷隆正 新規 現存
     (薬       2) 平26. 4. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14101,4389,5 チューリップ大沢野薬〒939-2256 076-468-9161チューリップ調剤株式新田　誠 平26. 3.21 薬局
     局 富山市上二杉６１０番地 常　勤:    4会社　代表取締役　武 移動 現存
     (薬       4)内泰司 平26. 3.21
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14201,4391,1 さくら薬局 〒930-0031 076-494-1515株式会社アインメディ八木　貴子 平26. 4. 1 薬局
     富山市住吉町一丁目５番２３号 常　勤:    2オ　代表取締役　佐竹 交代 現存
     (薬       2)辰幸 平26. 4. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  14301,4392,9 ウエルシア調剤薬局大〒939-2252 076-468-0261ウエルシア薬局株式会野尻　博美 平26. 6. 1 薬局
     沢野店 富山市上大久保牛ヶ花割１５８６常　勤:    1社　代表取締役　水野 新規 現存
     －３ (薬       1)秀晴 平26. 6. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14401,4393,7 ファーマみらい　安野〒930-0087 076-482-4753株式会社ファーマみら滝沢　佑太 平26. 7. 1 薬局
     屋薬局 富山市安野屋町二丁目２番２０号常　勤:    2い　代表取締役　清原 新規 現存
     (薬       2)　陽子 平26. 7. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14501,4394,5 うさか野薬局 〒939-2705 076-482-5140株式会社アモール　代鍵谷　陽子 平26. 7. 1 薬局
     富山市婦中町宮ケ島５０８番２ 常　勤:    2表取締役　橋場元 新規 現存
     (薬       2) 平26. 7. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14601,4395,2 ウエルシア薬局富山八〒939-2306 076-455-1711ウエルシア薬局株式会宮本　隆行 平26. 8. 1 薬局
     尾店 富山市八尾町井田５５４９ 常　勤:    2社　代表取締役　水野 新規 現存
     (薬       2)秀晴 平26. 8. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14701,4396,0 瑠璃光薬局　向新庄店〒930-0913 076-471-5618株式会社瑠璃光　代表小原　達也 平26.10. 1 薬局
     富山市向新庄町２丁目３番１３号常　勤:    1取締役　中谷隆正 新規 現存
     (薬       1) 平26.10. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14801,4397,8 オリーブ薬局 〒930-0892 076-439-7660株式会社アモール　代岩木　久美子 平26.10.14 薬局
     富山市石坂２５５３番地１０ 常　勤:    2表取締役　橋場元 移動 現存
     (薬       2) 平26.10.14
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14901,4398,6 クスリのアオキ八尾薬〒939-2306 076-455-9224株式会社クスリのアオ市岡　世莉子 平26.12. 1 薬局
     局 富山市八尾町井田５７７番 常　勤:    1キ　代表取締役　青木 新規 現存
     (薬       1)宏憲 平26.12. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  15001,4399,4 西尾薬局　富崎店 〒939-2621 076-461-7161株式会社オルタナ　代瀧川　貴義 平26.12. 1 薬局
     富山市婦中町富崎１０１７－３ 常　勤:    1表取締役　西尾公秀 新規 現存
     (薬       1) 平26.12. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15101,4401,8 西町薬局 〒930-0058 076-464-3556美笑興業株式会社　代小林　弘幸 平27. 2. 1 薬局
     富山市古鍛冶町５－１８ 常　勤:    1表取締役　小林弘幸 新規 現存
     (薬       1) 平27. 2. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15201,4402,6 ばなな薬局　婦中店 〒939-2713 076-461-4778有限会社逞志　代表取竹本　幸 平27. 6. 1 薬局
     富山市婦中町上轡田６３８番地２常　勤:    1締役　山口博之 新規 現存
     (薬       1) 平27. 6. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15301,4403,4 うさぎ薬局 〒939-8094 076-481-6277株式会社バンテージ　馬渕　彩香 平27. 6. 1 薬局
     富山市大泉本町一丁目１１番１３常　勤:    1代表取締役　今井健太 交代 現存
     号 (薬       1) 平27. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15401,4405,9 クスリのアオキ下奥井〒930-0817 076-433-0877株式会社クスリのアオ丸山　達也 平27. 8. 1 薬局
     薬局 富山市下奥井一丁目１番２６号 常　勤:    1キ　代表取締役　青木 新規 現存
     (薬       1)宏憲 平27. 8. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15501,4406,7 瑠璃光薬局弥生町店 〒930-0019 076-471-8318株式会社瑠璃光　代表磐田　信雄 平27. 9. 1 薬局
     富山市弥生町二丁目４番２３号 常　勤:    1取締役　中谷隆正 新規 現存
     (薬       1) 平27. 9. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15601,4407,5 アイン薬局上堀店 〒939-8057 076-491-7670株式会社アインメディ田村　真唯 平27. 9. 1 薬局
     富山市堀６－１２ 常　勤:    3オ　代表取締役　佐竹 交代 現存
     (薬       3)辰幸 平27. 9. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  15701,4408,3 奥田かがやき薬局 〒930-0852 076-471-8835株式会社ひいらぎ　代森永　泉 平27.11. 1 薬局
     富山市奥田寿町字中狭９番４３・常　勤:    1表取締役　平木証一 新規 現存
     ９番５３ (薬       1) 平27.11. 1
     非常勤:   12
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15801,4409,1 ライフ薬局 〒930-0138 076-436-1650ライフ薬品株式会社　三村　亨 平28. 1. 1 薬局
     富山市呉羽町７０８５番地 常　勤:    1代表取締役　江藏由明 新規 現存
     (薬       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15901,4410,9 グリーン本郷薬局 〒939-8046 076-461-5644有限会社グリーン調剤山下　厚 平28. 6. 1 薬局
     富山市本郷新１３－５ 常　勤:    1　代表取締役　作村廣 新規 現存
     (薬       1)幸 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16001,4411,7 新園アルプ薬局 〒930-0992 076-491-1050株式会社アルプ　代表沼田　久恵 平28. 6. 1 薬局
     富山市新庄町１５８－１－２ 常　勤:    2取締役　古賀美純 新規 現存
     (薬       2) 平28. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16101,4412,5 赤田かがやき薬局 〒939-8064 076-461-7572株式会社ひいらぎ　代福村　秀樹 平28. 8. 1 薬局
     富山市赤田８５１－１０ 常　勤:    1表取締役　平木　証一 新規 現存
     (薬       1) 平28. 8. 1
     非常勤:   12
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16201,4413,3 ハート薬局広田店 〒930-0831 076-471-6810株式会社ビッグライム酒井　弘一 平28.11. 1 薬局
     富山市鍋田１７－８ 常　勤:    1　代表取締役　冨樫義 新規 現存
     (薬       1)光 平28.11. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16301,4414,1 アイセイ薬局くまの店〒939-8181 076-428-4646株式会社アイセイ薬局甕　温子 平28.10. 1 薬局
     富山市若竹町２－１２０－８ 常　勤:    1　代表取締役　藤井　 組織変更 現存
     (薬       1)江美 平28.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16401,4415,8 ファーマみらい広貫堂〒930-0083 076-461-3721株式会社廣貫堂　代表東海　絵美 平29. 4. 1 薬局
     薬局 富山市総曲輪４－４－１ 常　勤:    2取締役　塩井　保彦 新規 現存
     (薬       2) 平29. 4. 1
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  16501,4416,6 そうごう薬局布瀬店 〒939-8207 076-420-8393有限会社ファーマシス佐藤　栄一 平29. 6. 1 薬局
     富山市布瀬本町１３－１０ 常　勤:    2テムズ　代表取締役　 移動 現存
     (薬       2)佐藤　栄一 平29. 6. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16601,4417,4 上飯野かがやき薬局 〒931-8435 076-452-2595株式会社ウィーズ　代清水　俊勝 平29. 8. 1 薬局
     富山市小西１１６－４ 常　勤:    1表取締役　竹林　和人 交代 現存
     (薬       1) 平29. 8. 1
     非常勤:   12
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16701,4418,2 はなの木薬局　アピタ〒939-8071 076-495-3210株式会社アルセ　代表鈴木　千尋 平29. 8. 1 薬局
     富山店 富山市上袋１００番地　アピタ富常　勤:    1取締役　曽我　望武 交代 現存
     山店１階 (薬       1) 平29. 8. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16801,4419,0 ほりかわ薬局 〒939-8049 076-461-4767ハンズファーマシー株髙﨑　優 平29.10. 1 薬局
     富山市堀川本郷１６０－７１ 常　勤:    2式会社　代表取締役　 新規 現存
     (薬       2)林弘志 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16901,4420,8 ながえ薬局 〒930-0974 076-461-4037ハンズファーマシー株佐藤　喜人 平29.10. 1 薬局
     富山市長江１－５－１７ 常　勤:    2式会社　代表取締役　 新規 現存
     (薬       2)林弘志 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17001,4421,6 百味堂もえぎ調剤薬局〒939-8073 076-491-4194株式会社アイセイ薬局尾近　敦子 平29.10. 1 薬局
     富山市大町２区１－４ 常　勤:    3　代表取締役　藤井江 組織変更 現存
     (薬       3)美 平29.10. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17101,4422,4 高屋敷はなの木薬局 〒939-8036 076-464-3933株式会社ヘリックスケ山本　千尋 平29.11. 1 薬局
     富山市高屋敷６５－３ 常　勤:    1アファーマ　代表取締 新規 現存
     (薬       1)役　曽我望武 平29.11. 1
     非常勤:   13
     (薬      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  17201,4423,2 ハート薬局城川原店 〒931-8325 076-482-4810株式会社ビッグライム伊藤　友宏 平29.11. 1 薬局
     富山市城川原１－１７－２６ 常　勤:    1　代表取締役　冨樫義 新規 現存
     (薬       1)光 平29.11. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17301,4424,0 一番町薬局 〒930-0061 076-494-1313株式会社ミークスリー池上　周寿 平29.11. 1 薬局
     富山市一番町４－１７ 常　勤:    2　代表取締役　池上　 交代 現存
     (薬       2)周寿 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17401,4425,7 ふれあい豊田薬局 〒931-8313 076-443-9025一般社団法人ふれあい早川　麦枝 平29.11. 1 薬局
     富山市豊田町１－１－７ 常　勤:    5薬局　代表理事　藤本 組織変更 現存
     (薬       5)　美和子 平29.11. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17501,4426,5 ふれあい薬局千石町店〒930-0066 076-422-3751一般社団法人ふれあい髙橋　美和 平29.11. 1 薬局
     富山市千石町２－８－１ 常　勤:    3薬局　代表理事　藤本 組織変更 現存
     (薬       3)　美和子 平29.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17601,4427,3 ふれあい水橋薬局 〒939-0526 076-479-9062一般社団法人ふれあい吉田　佑樹 平29.11. 1 薬局
     富山市水橋舘町５９－８ 常　勤:    2薬局　代表理事　藤本 組織変更 現存
     (薬       2)　美和子 平29.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17701,4428,1 クスリのアオキ藤木薬〒930-0936 076-424-6616株式会社クスリのアオ髙島　浩美 平30. 1. 1 薬局
     局 富山市藤木１８７０－１ 常　勤:    1キ　代表取締役　青木 新規 現存
     (薬       1)宏憲 平30. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17801,4429,9 フロンティア薬局西長〒930-0975 076-481-6665株式会社フロンティア西部　貢三子 平30. 1. 1 薬局
     江店 富山市西長江１－６－３５ 常　勤:    1　代表取締役　重森裕 交代 現存
     (薬       1)之 平30. 1. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  17901,4430,7 星井町薬局 〒930-0065 076-420-8193有限会社メディファム佐藤　徹也 平30. 2.12 薬局
     富山市星井町２－７－３９ 常　勤:    4いずみ　代表取締役　 移動 現存
     (薬       4)杉林　功進 平30. 2.12
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18001,4431,5 きときと薬局　布瀬店〒939-8208 076-482-5368株式会社北越メディカ玉森　祥子 平30. 5. 1 薬局
     富山市布瀬町南１－３－１ 常　勤:    1ル　代表取締役　沢田 新規 現存
     (薬       1)稔 平30. 5. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18101,4432,3 Ｖ・ｄｒｕｇ　掛尾南〒939-8212 076-464-3931中部薬品株式会社　代久保　公裕 平30. 5. 1 薬局
     薬局 富山市掛尾町５６－３ 常　勤:    1表取締役　高巣基彦 新規 現存
     (薬       1) 平30. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18201,4433,1 がる薬局　富山経堂店〒930-0951 076-422-1977株式会社ガルコーポレ鶴身　和也 平30. 6. 1 薬局
     富山市経堂２－８５ 常　勤:    1ーション　代表取締役 新規 現存
     (薬       1)　河村敬一 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18302,4042,8 ファーマシータキダ佐〒933-0826 0766(23)8882瀧田　義信 瀧田　喜美子 平 2.10. 1 薬局
     野薬局 高岡市佐野本町１４９１－２ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18402,4055,0 北陸薬局 〒933-0014 0766-25-5523北陸調剤薬局株式会社関　直子 平 8. 9. 1 薬局
     高岡市野村７８３番地 常　勤:    1　代表取締役　弥左晶 新規 現存
     (薬       1)生 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18502,4056,8 あおぞら薬局駅南 〒933-0871 0766-28-1181株式会社　アモール　桑原　知靖 平 8.11. 1 薬局
     高岡市駅南３丁目７番１２号 常　勤:    8代表取締役　橋場　元 新規 現存
     (薬       8) 平29.11. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18602,4058,4 しきの薬局 〒933-0064 0766-27-1541北陸調剤薬局株式会社中島　葵 平 9. 3. 1 薬局
     高岡市宝町７ー７ 常　勤:    2　代表取締役　弥左晶 交代 現存
     (薬       2)生 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18702,4064,2 高岡駅南薬局 〒933-0871 0766-26-6911有限会社　グリーン調片山　尚代 平 9.11. 1 薬局
     高岡市駅南３丁目４ー１４ 常　勤:    2剤　取締役　作村　廣 新規 現存
     (薬       2)幸 平24.11. 1
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  18802,4065,9 チューリッフ゜いわせ〒933-0014 0766-29-2202チューリップ調剤株式栗本　みね子 平 9.12. 1 薬局
     の薬局 高岡市野村１３６４ー１ 常　勤:    1会社　代表取締役　武 新規 現存
     (薬       1)内泰司 平27.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18902,4068,3 みずほ薬局 〒933-0955 0766-29-2553北陸調剤薬局株式会社竹田　英朗 平10.12. 1 薬局
     高岡市瑞穂町１０９番５ 常　勤:    5　代表取締役　弥左晶 新規 現存
     (薬       5)生 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19002,4070,9 チューリッフ゜中曽根〒934-0092 0766-82-1255チューリップ調剤株式中川　佳美 平11. 4. 1 薬局
     薬局 高岡市中曽根１２０ー１ 常　勤:    2会社　代表取締役　武 新規 現存
     (薬       2)内泰司 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19102,4073,3 前崎薬局 〒933-0837 0766-23-1764前崎　勇喜雄 前崎　勇喜雄 平11. 9. 1 薬局
     高岡市上北島３８２ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19202,4075,8 中田グリーン薬局 〒939-1272 0766-36-8086有限会社ヤマトメディ秋元　範子 平12. 1. 1 薬局
     高岡市下麻生４９９ー３ 常　勤:    1カル　代表取締役　作 新規 現存
     (薬       1)村　廣幸 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19302,4082,4 あおば薬局 〒933-0055 0766-20-7313北陸調剤薬局株式会社雨宮　秀充 平12. 7. 1 薬局
     高岡市中川園町１８－１ 常　勤:    2　代表取締役　弥左晶 新規 現存
     (薬       2)生 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19402,4084,0 たなか薬局 〒933-0843 0766(21)8848有限会社　延晶道　代田中　晶子 平12. 7. 1 薬局
     高岡市永楽町４－１４ 常　勤:    3表取締役　田中晶子 組織変更 現存
     (薬       3) 平24. 7. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19502,4085,7 オガワ薬局 〒933-0076 0766-26-4184小川　禎一 小川　禎一 平13. 4. 1 薬局
     高岡市米島字表向４４８－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  19602,4089,9 たんぽぽ薬局　高岡店〒933-0064 0766-28-7661たんぽぽ薬局　株式会溝上　雅也 平13. 9. 1 薬局
     高岡市宝町１４３番１ 常　勤:    5社　代表取締役　松野 新規 現存
     (薬       5)　英子 平25. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19702,4092,3 京田薬局駅前店 〒933-0112 0766-44-6727京田　潔直 京田　賀津子 平13. 9.21 薬局
     高岡市伏木古国府４－２ 常　勤:    2 交代 現存
     (薬       2) 平25. 9.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19802,4094,9 ハート薬局五福町店 〒933-0906 0766-28-0810株式会社ビッグライム伊藤　恭雄 平14. 1. 4 薬局
     高岡市五福町９－７ 常　勤:    1　代表取締役　冨樫義 新規 現存
     (薬       1)光 平26. 1. 4
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19902,4099,8 たんぽぽ薬局伏木店 〒933-0115 0766-44-4341たんぽぽ薬局株式会社白川　絵麻 平14.10. 1 薬局
     高岡市伏木古府元町４７８番２ 常　勤:    2　代表取締役　松野　 新規 現存
     (薬       2)英子 平26.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20002,4100,4 クスリのアオキ京田薬〒933-0874 0766-28-8510株式会社　クスリのア宮本　顕子 平14.10. 1 薬局
     局 高岡市京田６１１番地 常　勤:    1オキ　代表取締役　青 新規 現存
     (薬       1)木宏憲 平26.10. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20102,4101,2 早川アルプ薬局 〒933-0957 0766-32-1888株式会社　アルプ　代八幡　明美 平15. 4. 1 薬局
     高岡市早川５１６－４ 常　勤:    1表取締役　古賀美純 新規 現存
     (薬       1) 平27. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20202,4103,8 金屋アルプ薬局 〒933-0841 0766-28-8411株式会社アルプ　代表庄司　理恵 平15. 5.20 薬局
     高岡市金屋町１２番１７号 常　勤:    3取締役　古賀美純 新規 現存
     (薬       3) 平27. 5.20
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  20302,4104,6 成美薬局 〒933-0906 0766-21-8861株式会社アモール　代竹中　あかね 平15. 8. 1 薬局
     高岡市五福町２番２２号　朝倉ビ常　勤:    2表取締役　橋場　元 新規 現存
     ル１Ｆ (薬       2) 平27. 8. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20402,4108,7 ひかり薬局大手町店 〒933-0039 0766-28-7820株式会社ひかりファー伊藤　常昭 平15.12. 1 薬局
     高岡市大手町１０番４４号 常　勤:    1マ　代表取締役　庄司 新規 現存
     (薬       1)行輝 平27.12. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20502,4110,3 たかおか南星薬局 〒933-0857 0766-21-2899株式会社アモール　代長谷田　友邦 平16. 4. 1 薬局
     高岡市木津１４５２－２１ 常　勤:    2表取締役　橋場　元 新規 現存
     (薬       2) 平28. 4. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20602,4112,9 クスリのアオキ野村薬〒933-0014 0766-29-1131株式会社クスリのアオ河内　百妙 平16. 6. 1 薬局
     局 高岡市野村１３２９番地１ 常　勤:    4キ　代表取締役　青木 新規 現存
     (薬       4)宏憲 平28. 6. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20702,4113,7 株式会社高岡薬局 〒933-0023 0766-23-1181株式会社高岡薬局　代山本　一郎 平16. 7. 1 薬局
     高岡市末広町７－２ 常　勤:    1表取締役　山本　一郎 移動 現存
     (薬       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20802,4114,5 ねつの薬局 〒933-0103 0766-44-0092秋元　保之 秋元　保之 平16. 9. 2 薬局
     高岡市伏木中央町１－１０ 常　勤:    2 交代 現存
     (薬       2) 平28. 9. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20902,4115,2 チューリップ東上関薬〒933-0878 0766-29-2033チューリップ調剤株式鈴木　京子 平16.10. 1 薬局
     局 高岡市東上関３０５－２ 常　勤:    1会社　代表取締役　武 新規 現存
     (薬       1)内泰司 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21002,4116,0 クスリのアオキ昭和町〒933-0946 0766-29-3121株式会社クスリのアオ稲見　茂樹 平16.11. 1 薬局
     薬局 高岡市昭和町１丁目１番３２号 常　勤:    1キ　代表取締役　青木 新規 現存
     (薬       1)宏憲 平28.11. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 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［富山県］

［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    29 頁

  21102,4118,6 タケザワ薬局西店 〒939-1104 0766-63-7085有限会社竹澤薬局　代宮本（姜）　寿々子 平17. 1. 1 薬局
     高岡市戸出町５丁目３番５８号 常　勤:    1表取締役　竹澤　裕一 新規 現存
     (薬       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21202,4119,4 あい丸の内薬局 〒933-0912 0766-28-8255有限会社ミニワールド藤森　毅至 平17. 9. 1 薬局
     高岡市丸の内７番３５号　丸の内常　勤:    2　代表取締役　藤森毅 新規 現存
     ビル１階 (薬       2)至 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21302,4120,2 Ｖ・ｄｒｕｇ　高岡木〒933-0857 0766-29-3731中部薬品株式会社　代飯尾　愛也 平17. 9. 1 薬局
     津薬局 高岡市木津４５８－１４ 常　勤:    1表取締役　高巣　基彦 新規 現存
     (薬       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21402,4122,8 さくら薬局 〒939-0118 0766-64-6452北陸調剤薬局株式会社地子　静香 平 9.10. 1 薬局
     高岡市福岡町大野１１５ー１ 常　勤:    2　代表取締役　弥左晶 新規 現存
     (薬       2)生 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21502,4123,6 ヤマダ薬局 〒939-0132 0766-64-3123有限会社　ヤマダ薬局山田　貞雄 平14. 5. 1 薬局
     高岡市福岡町大滝２６１－１ 常　勤:    2　代表取締役　山田　 移動 現存
     (薬       2)貞雄 平26. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21602,4126,9 サンエール薬局 〒939-0115 0766-64-1175有限会社ファーマシス鈴木　理香 平18. 5. 1 薬局
     高岡市福岡町下蓑新３３８－２ 常　勤:    2テムズ　代表取締役　 新規 現存
     (薬       2)佐藤栄一 平30. 5. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21702,4127,7 ひかり薬局　戸出店 〒939-1105 0766-62-1060株式会社ひかりファー中澤　学 平18.11. 1 薬局
     高岡市戸出伊勢領２４６６－３ 常　勤:    1マ　代表取締役　庄司 新規 現存
     (薬       1)行輝 平24.11. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  21802,4130,1 あおば薬局高岡店 〒933-0935 0766-23-1150株式会社バンテージ　此内　靖子 平20. 2. 1 薬局
     高岡市博労本町８番４９号 常　勤:    2代表取締役　今井健太 新規 現存
     (薬       2) 平26. 2. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21902,4131,9 フロンティア薬局高岡〒933-0816 0766-27-1055株式会社　フロンティ島田　和枝 平20. 3. 1 薬局
     店 高岡市二塚４１２番地５ 常　勤:    2ア　代表取締役　重森 新規 現存
     (薬       2)裕之 平26. 3. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22002,4132,7 瑠璃光薬局高岡店 〒933-0918 0766-73-6718株式会社瑠璃光　代表飯室　千春 平20. 4. 1 薬局
     高岡市大坪町１－５－２２ 常　勤:    2取締役　中谷　隆正 新規 現存
     (薬       2) 平26. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22102,4134,3 ひまわり薬局 〒939-1104 0766-63-4976株式会社ＲＯＳＳＯ　飯尾　竜五 平20. 8. 1 薬局
     高岡市戸出町３丁目１５番３８号常　勤:    1代表取締役　小林　貫 新規 現存
     (薬       1)太郎 平26. 8. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22202,4135,0 イオン薬局高岡南店 〒933-0813 0766-32-1296イオンリテール株式会松本　浩晃 平20. 8.21 薬局
     高岡市下伏間江３８３ 常　勤:    3社　代表取締役　岡崎 新規 現存
     (薬       3)双一 平26. 8.21
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22302,4136,8 ゆうあい薬局 〒933-0802 0766-26-8811有限会社なごみ薬局　本多　弘和 平20.10. 1 薬局
     高岡市蓮花寺５６１－２ 常　勤:    1代表取締役　本多　弘 新規 現存
     (薬       1)和 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22402,4137,6 有限会社ハシバ薬局 〒939-1104 0766-63-3588有限会社ハシバ薬局　橋場　研治 平20.11. 1 薬局
     高岡市戸出町５丁目５－１０ 常　勤:    1代表取締役　橋場　啓 移動 現存
     (薬       1)子 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22502,4138,4 ながさわ薬局 〒933-0123 0766-75-0050長澤　康治 長澤　康治 平21. 1. 1 薬局
     高岡市伏木矢田５－４９ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  22602,4139,2 ノムラ薬局 〒933-0014 0766-22-7016ノムラ薬局合同会社　飴谷　伸貴 平20.12. 9 薬局
     高岡市野村東町３７６－１ 常　勤:    1代表社員　国沢　守 組織変更 現存
     (薬       1) 平26.12. 9
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22702,4144,2 ハート薬局高岡店 〒933-0826 0766-30-2882株式会社ビッグライム黒川　弘子 平21.10. 1 薬局
     高岡市佐野１０８３番－３ 常　勤:    1　代表取締役　冨樫義 新規 現存
     (薬       1)光 平27.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22802,4145,9 チューリップ二塚薬局〒933-0816 0766-20-5531チューリップ調剤株式竹腰　利広 平22. 3. 1 薬局
     高岡市二塚４１１番地４ 常　勤:    2会社　代表取締役　武 新規 現存
     (薬       2)内泰司 平28. 3. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22902,4146,7 チューリップ波岡薬局〒933-0958 0766-26-0441チューリップ調剤株式髙松　宏成 平22. 4. 1 薬局
     高岡市波岡２８２－７ 常　勤:    1会社　代表取締役　武 交代 現存
     (薬       1)内泰司 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23002,4147,5 さくら薬局　宝町店 〒933-0064 0766-29-1225クラフト株式会社　代渡 　聡 平22. 4. 1 薬局
     高岡市宝町７－１３ 常　勤:    1表取締役　大塚　吉史 組織変更 現存
     (薬       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23102,4149,1 さくら薬局　高岡中央〒933-0033 0766-27-3277クラフト株式会社　代長江　恵美 平22. 4. 1 薬局
     店 高岡市東下関１番２７号　サクラ常　勤:    1表取締役　大塚　吉史 組織変更 現存
     ハイツ１階 (薬       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23202,4150,9 クスリのアオキ高岡駅〒933-0871 0766-25-1152株式会社クスリのアオ高澤　雄 平22. 7. 1 薬局
     南薬局 高岡市駅南１丁目１１番１７号 常　勤:    1キ　代表取締役　青木 新規 現存
     (薬       1)宏憲 平28. 7. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  23302,4151,7 ひかり薬局四屋店 〒933-0948 0766-50-8123株式会社ひかりファー熊野　朗子 平23. 2. 1 薬局
     高岡市上四屋３番１１号 常　勤:    1マ　代表取締役　庄司 新規 現存
     (薬       1)　行輝 平29. 2. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23402,4153,3 クスリのアオキ中曽根〒934-0092 0766-82-1623株式会社クスリのアオ森繁　亮 平23. 8. 1 薬局
     薬局 高岡市中曽根２３４３番地 常　勤:    2キ　代表取締役　青木 新規 現存
     (薬       2)宏憲 平29. 8. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23502,4155,8 チューリップ泉ケ丘薬〒933-0826 0766-25-0812チューリップ調剤株式荒井　拓也 平23.10. 1 薬局
     局 高岡市佐野８６６番３ 常　勤:    2会社　代表取締役　武 新規 現存
     (薬       2)内泰司 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23602,4156,6 とやま調剤薬局　南星〒933-0857 0766-28-1566株式会社コム・メディ西村　従井 平23.10. 1 薬局
     店 高岡市木津６０２番１ 常　勤:    2カル　代表取締役　佐 新規 現存
     (薬       2)々木　一嘉 平29.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23702,4158,2 チューリップ旭ヶ丘薬〒933-0062 0766-25-9388チューリップ調剤株式北村　勇樹 平24. 1. 1 薬局
     局 高岡市江尻村前４６番地２２ 常　勤:    3会社　代表取締役　武 移動 現存
     (薬       3)内泰司 平30. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23802,4162,4 こうま調剤薬局 〒933-0914 0766-23-1541株式会社ピスコ　代表北川　哲 平24.10. 1 薬局
     高岡市小馬出町６８番地１ 常　勤:    2取締役　中坪明子 交代 現存
     (薬       2) 平24.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23902,4163,2 扇町薬局 〒933-0846 0766-54-5437株式会社マイケミスト鈴木　緑 平25. 4. 1 薬局
     高岡市扇町１丁目３－１４ 常　勤:    1　鈴木　博幸 新規 現存
     (薬       1) 平25. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  24002,4164,0 ウエルシア薬局高岡戸〒939-1104 0766-62-0066ウエルシア薬局株式会平井　ひろえ 平25. 8. 1 薬局
     出店 高岡市戸出町４－１１－５ 常　勤:    1社　代表取締役　水野 新規 現存
     (薬       1)秀晴 平25. 8. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24102,4166,5 チューリップ南星薬局〒933-0857 0766-54-5135チューリップ調剤株式澤井　麻奈 平26. 5. 1 薬局
     高岡市木津５４５番１ 常　勤:    1会社　代表取締役　武 新規 現存
     (薬       1)内泰司 平26. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24202,4167,3 ハートフル戸出薬局 〒939-1104 0766-63-2268株式会社アムール　代山内　泰子 平26. 6. 1 薬局
     高岡市戸出町３－２４－５１ 常　勤:    2表取締役　竹澤栄和 新規 現存
     (薬       2) 平26. 6. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24302,4168,1 ウエルシア薬局高岡京〒933-0874 0766-22-2310ウエルシア薬局株式会大島　志保 平26. 7.17 薬局
     田店 高岡市京田６２４番地２ 常　勤:    1社　代表取締役　水野 移動 現存
     (薬       1)秀晴 平26. 7.17
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24402,4169,9 ウエルシア薬局高岡佐〒933-0826 0766-25-8730ウエルシア薬局株式会小倉　敏明 平26.11. 1 薬局
     野店 高岡市佐野１１８９－１ 常　勤:    1社　代表取締役　水野 新規 現存
     (薬       1)秀晴 平26.11. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24502,4170,7 さくら薬局　永楽店 〒933-0843 0766-53-5563クラフト株式会社　代吉川　直美 平27. 2. 1 薬局
     高岡市永楽町４－１２ 常　勤:    1表取締役　大塚吉史 新規 現存
     (薬       1) 平27. 2. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24602,4171,5 みどり薬局 〒933-0064 0766-21-2265羽岡　昌紀 羽岡　昌紀 平27. 4. 1 薬局
     高岡市宝町３番２２号 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  24702,4172,3 Ｖ・ｄｒｕｇ　中曽根〒934-0092 0766-82-2734中部薬品株式会社　代小島　崇伸 平27. 5. 1 薬局
     薬局 高岡市中曽根２８１４番 常　勤:    1表取締役　高巣　基彦 新規 現存
     (薬       1) 平27. 5. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24802,4173,1 クスリのアオキ木津薬〒933-0857 0766-28-7030株式会社クスリのアオ岡　直樹 平27. 8. 1 薬局
     局 高岡市木津１４２６番地１ 常　勤:    1キ　代表取締役　青木 新規 現存
     (薬       1)宏憲 平27. 8. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24902,4174,9 Ｖ・ｄｒｕｇ　高岡羽〒933-0844 0766-21-6372中部薬品株式会社　代中川　加代子 平27. 8. 1 薬局
     広薬局 高岡市羽広二丁目１番６号 常　勤:    1表取締役　高巣　基彦 新規 現存
     (薬       1) 平27. 8. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25002,4175,6 どんぐり薬局 〒933-0806 0766-54-0260株式会社アシスト　代重原　康博 平27. 9. 1 薬局
     高岡市赤祖父５９３番２ 常　勤:    1表取締役　笹山彰 新規 現存
     (薬       1) 平27. 9. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25102,4176,4 阪神調剤薬局　広小路〒933-0057 0766-25-6122株式会社阪神調剤薬局大原　晃 平27.11. 1 薬局
     店 高岡市広小路６番１号 常　勤:    1　代表取締役　岩崎壽 交代 現存
     (薬       1)毅 平27.11. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25202,4177,2 阪神調剤薬局　かたか〒933-0005 0766-28-6558株式会社阪神調剤薬局髙森　靖 平27.11. 1 薬局
     ご店 高岡市能町南３丁目４５番地の２常　勤:    1　代表取締役　岩崎壽 交代 現存
     (薬       1)毅 平27.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25302,4179,8 クスリのアオキ伏木薬〒933-0113 0766-44-7750株式会社クスリのアオ陸田　由美子 平28. 6. 1 薬局
     局 高岡市伏木１－１－５ 常　勤:    1キ　代表取締役　青木 新規 現存
     (薬       1)　宏憲 平28. 6. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 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［富山県］

［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    35 頁

  25402,4180,6 駅南あさがお薬局 〒933-0871 0766-27-0722株式会社アモール　代佐山　真介 平29. 1. 1 薬局
     高岡市駅南３－１－１０ 常　勤:    2表取締役　橋場　元 交代 現存
     (薬       2) 平29. 1. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25502,4181,4 ウエルシア薬局高岡姫〒934-0093 0766-82-5646ウエルシア薬局株式会加藤　日奈 平29. 2. 7 薬局
     野店 高岡市姫野字竹倉５１６－１ 常　勤:    1社　代表取締役　水野 移動 現存
     (薬       1)　秀晴 平29. 2. 7
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25602,4182,2 新湊薬局 〒934-0092 076-682-1223美笑興業株式会社　代深田　智子 平29. 7. 1 薬局
     高岡市中曽根２３７３ 常　勤:    1表取締役　小林　弘幸 新規 現存
     (薬       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25702,4183,0 タケザワ薬局 〒939-1104 0766-63-1578有限会社竹澤薬局　代竹澤　裕一 平30. 1. 1 薬局
     高岡市戸出町４－３－２８ 常　勤:    5表取締役　竹澤裕一 移動 現存
     (薬       5) 平30. 1. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25802,4184,8 せせらぎ薬局 〒939-0132 0766-50-8692株式会社アシスト　代石川　哲士 平30. 4. 1 薬局
     高岡市福岡町大滝２９ 常　勤:    1表取締役　笹山　彰 新規 現存
     (薬       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25902,4185,5 とやま調剤薬局　能町〒933-0005 0766-50-9312株式会社コム・メディ山﨑　禎直 平30. 4. 1 薬局
     店 高岡市能町南２－７７ 常　勤:    1カル　代表取締役　佐 新規 現存
     (薬       1)々木一嘉 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26004,4019,2 たんぽぽ薬局魚津店 〒937-0045 0765-23-4081たんぽぽ薬局　株式会山本　愛 平13. 7. 1 薬局
     魚津市相木字朝折１番３ 常　勤:    4社　代表取締役　松野 新規 現存
     (薬       4)　英子 平25. 7. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26104,4020,0 ウスイ薬局 〒937-0805 0765-25-0234碓井　和子 碓井　和子 平13.11. 1 薬局
     魚津市本江１４６２ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  26204,4025,9 チューリップ吉島薬局〒937-0041 0765-23-5030チューリップ調剤株式魚躬　千惠 平15. 4. 1 薬局
     魚津市吉島１丁目７－２２ 常　勤:    1会社　代表取締役　武 新規 現存
     (薬       1)内泰司 平27. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26304,4026,7 うおづ駅前薬局 〒937-0067 0765-23-5350株式会社アモール　代川端　裕徳 平16. 3. 1 薬局
     魚津市釈迦堂１丁目１１０２番２常　勤:    3表取締役　橋場　元 新規 現存
     (薬       3) 平28. 3. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26404,4027,5 シメノドラッグ魚津薬〒937-0066 0765-23-6337株式会社示野薬局　代谷口　直人 平17.10. 1 薬局
     局 魚津市北鬼江１丁目５番１０号 常　勤:    3表取締役　関久則 新規 現存
     (薬       3) 平29.10. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26504,4028,3 本江うぇるね薬局 〒937-0805 0765-22-5558株式会社本江うぇるね清河　雄介 平19. 2. 1 薬局
     魚津市本江１－２０－１ 常　勤:    3薬局　代表取締役　清 新規 現存
     (薬       3)河　高之 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26604,4029,1 りんご薬局吉島店 〒937-0041 0765-23-6001有限会社逞志　代表取山口　博之 平20. 4. 1 薬局
     魚津市吉島１丁目５０１ 常　勤:    1締役　山口　博之 新規 現存
     (薬       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26704,4030,9 あすか調剤薬局 〒937-0058 0765-23-5120有限会社　すこやか　竹原　真澄 平21. 4. 1 薬局
     魚津市火の宮町２－１９ 常　勤:    2代表取締役　黒部　博 新規 現存
     (薬       2) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26804,4031,7 ファーマライズ薬局魚〒937-0806 0765-23-2170ファーマライズ株式会國井　潤樹 平21.10. 1 薬局
     津店 魚津市友道字中沼１８１７－１０常　勤:    2社　代表取締役　田仲 新規 現存
     (薬       2)義弘 平27.10. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26904,4032,5 クスリのアオキ魚津東〒937-0061 0765-25-0550株式会社クスリのアオ釜田　智哉 平23. 6. 1 薬局
     薬局 魚津市仏田字高畠３３０３番地３常　勤:    1キ　代表取締役　青木 新規 現存
     (薬       1)宏憲 平29. 6. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
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  27004,4034,1 チューリップらいと薬〒937-0807 0765-32-5367チューリップ調剤株式菅　裕美 平24. 4. 1 薬局
     局 魚津市大光寺２７５番地１３ 常　勤:    1会社　代表取締役　武 新規 現存
     (薬       1)内泰司 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27104,4035,8 クスリのアオキ魚津経〒937-0009 0765-23-1350株式会社クスリのアオ藤井　健 平24. 7. 1 薬局
     田薬局 魚津市寿町４番７号 常　勤:    2キ　代表取締役　青木 新規 現存
     (薬       2)宏憲 平24. 7. 1
     非常勤:   14
     (薬      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27204,4036,6 クスリのアオキ吉島薬〒937-0066 0765-25-2050株式会社クスリのアオ林　一也 平24. 9. 1 薬局
     局 魚津市北鬼江３１１番１ 常　勤:    2キ　代表取締役　青木 新規 現存
     (薬       2)宏憲 平24. 9. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27304,4037,4 みらい　本江薬局 〒937-0805 0765-32-4004株式会社ファーマみら筒井　和行 平25.11. 1 薬局
     魚津市本江１６２３－２ 常　勤:    3い　代表取締役　清原 交代 現存
     (薬       3)　陽子 平25.11. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27404,4038,2 ファーマみらい　すみ〒937-0066 0766-32-5471株式会社ファーマみら庭山　桂大 平26. 4. 1 薬局
     れ薬局 魚津市北鬼江２丁目２１番５号 常　勤:    1い　代表取締役　清原 新規 現存
     (薬       1)　陽子 平26. 4. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27504,4039,0 かもめ薬局 〒937-0041 0765-25-0191株式会社日栄　代表取平石　眞琴 平29. 6. 1 薬局
     魚津市吉島７５０－３ 常　勤:    2締役　亀井　竜夫 交代 現存
     (薬       2) 平29. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27604,4040,8 すみれ薬局　魚津店 〒937-0041 0765-25-0258株式会社サエラファー炭岡　孝志 平30. 1. 1 薬局
     魚津市吉島字中川原８－３ 常　勤:    1マシーズ　代表取締役 交代 現存
     (薬       1)　小池由久 平30. 1. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27705,4016,5 しらゆり薬局 〒935-0031 0766-91-3991北陸調剤薬局株式会社森　淳 平 9. 3. 1 薬局
     氷見市柳田２０１１ー１ 常　勤:    2　代表取締役　弥左晶 新規 現存
     (薬       2)生 平30. 3. 1
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  27805,4021,5 阿尾中央薬局 〒935-0002 0766-73-1370有限会社　坂口　代表井窪　崇 平13. 9. 1 薬局
     氷見市阿尾８３９ 常　勤:    3取締役　辻　正史 新規 現存
     (薬       3) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27905,4022,3 しみず薬局プラファ調〒935-0063 0766-73-0340株式会社　シミズ　代中尾　孝美 平14. 4.18 薬局
     剤 氷見市加納４８４－１　プラファ常　勤:    1表取締役　塩月　清和 新規 現存
     内 (薬       1) 平26. 4.18
     非常勤:   14
     (薬      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28005,4025,6 ありそ窪薬局 〒935-0024 0766-92-7910有限会社ありそファー池田　和信 平16. 5. 1 薬局
     氷見市窪１２５０－１ 常　勤:    2マシー　代表取締役　 新規 現存
     (薬       2)池田　和信 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28105,4027,2 ハッピー長沢薬局 〒935-0021 0766-72-8030長澤　泰宏 長澤　泰宏 平17.11. 1 薬局
     氷見市幸町９番７８号ハッピータ常　勤:    2 新規 現存
     ウン内 (薬       2) 平29.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28205,4029,8 チューリップ本町薬局〒935-0016 0766-73-1055チューリップ調剤株式山本　純子 平20. 2. 1 薬局
     氷見市本町７番２２号 常　勤:    2会社　代表取締役　武 新規 現存
     (薬       2)内泰司 平26. 2. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28305,4030,6 鈴木薬局 〒935-0104 0766-91-7622株式会社マイケミスト鈴木　博幸 平22. 8. 2 薬局
     氷見市堀田４６５番地１ 常　勤:    1　代表取締役　鈴木　 新規 現存
     (薬       1)博幸 平28. 8. 2
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28405,4031,4 ファーマライズ薬局　〒935-0025 0766-74-0277ファーマライズ株式会永野　貴大 平23. 8. 1 薬局
     氷見店 氷見市鞍川１１１８番１ 常　勤:    3社　代表取締役　田仲 新規 現存
     (薬       3)義弘 平29. 8. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28505,4032,2 たんぽぽ薬局氷見店 〒935-0025 0766-72-8151たんぽぽ薬局株式会社滝口　悠 平23. 8.28 薬局
     氷見市鞍川１１１７－２ 常　勤:    4　代表取締役　松野　 移動 現存
     (薬       4)英子 平29. 8.28
     非常勤:    1
     (薬       1)
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  28605,4034,8 ウエルシア薬局氷見諏〒935-0062 0120-434-250ウエルシア薬局株式会酢谷　謙一郎 平25. 1. 1 薬局
     訪野店 氷見市諏訪野９－１５ 常　勤:    1社　代表取締役　水野 新規 現存
     (薬       1)秀晴 平25. 1. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28705,4035,5 クスリのアオキ氷見幸〒935-0021 0766-72-8450株式会社クスリのアオ川岸　澄雄 平26. 6. 1 薬局
     町薬局 氷見市幸町７番２２号 常　勤:    1キ　代表取締役　青木 移動 現存
     (薬       1)宏憲 平26. 6. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28805,4036,3 薬局マツモトキヨシ氷〒935-0025 0766-72-1525株式会社示野薬局　代太田　志津子 平26.11. 1 薬局
     見くらかわ店 氷見市鞍川１０９６ 常　勤:    1表取締役　関久則 新規 現存
     (薬       1) 平26.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28905,4037,1 クスリのアオキ柳田薬〒935-0031 0766-91-0216株式会社クスリのアオ西田　啓子 平27. 6. 1 薬局
     局 氷見市柳田１９５０番地１ 常　勤:    1キ　代表取締役　青木 新規 現存
     (薬       1)宏憲 平27. 6. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29005,4038,9 氷見調剤薬局 〒935-0025 0766-72-0178株式会社アインメディ當山　奈央子 平28. 6. 1 薬局
     氷見市鞍川１１２０－１ 常　勤:    4オ　代表取締役　佐竹 交代 現存
     (薬       4)　辰幸 平28. 6. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29106,4012,2 すなこ薬局 〒936-0053 0764(75)6151砂子　昌義 砂子　昌義 平 9. 6. 1 薬局
     滑川市上小泉３４８番地１ 常　勤:    2 移動 現存
     (薬       2) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29206,4015,5 ハート薬局滑川店 〒936-0021 076-476-2622株式会社ビッグライム杉原　玲美 平16.10.18 薬局
     滑川市中川原１８８－４ 常　勤:    1　代表取締役　冨樫義 新規 現存
     (薬       1)光 平28.10.18
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  29306,4017,1 チューリップ上小泉薬〒936-0053 076-476-0220チューリップ調剤株式池田　智一 平17. 4. 1 薬局
     局 滑川市上小泉２０４６－６ 常　勤:    1会社　代表取締役　武 新規 現存
     (薬       1)内泰司 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29406,4018,9 ハート薬局柳原店 〒936-0023 076-475-8611株式会社ビッグライム堀田　由起子 平18.10.16 薬局
     滑川市柳原２６番地６ 常　勤:    1　代表取締役　冨樫義 新規 現存
     (薬       1)光 平24.10.16
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29506,4020,5 中滑川薬局 〒936-0058 076-475-2771株式会社　アモール　塚田　洋一 平19.11. 1 薬局
     滑川市下小泉町１－８ 常　勤:    3代表取締役　橋場　元 新規 現存
     (薬       3) 平25.11. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29606,4021,3 クスリのアオキ柳原薬〒936-0023 076-476-0755株式会社クスリのアオ山田　啓史 平24.11. 1 薬局
     局 滑川市柳原２１番４ 常　勤:    1キ　代表取締役　青木 新規 現存
     (薬       1)宏憲 平24.11. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29706,4022,1 ウエルシア薬局滑川吾〒936-0033 076-476-1200ウエルシア薬局株式会柿沢　和孝 平25. 6. 1 薬局
     妻店 滑川市吾妻町５１１ 常　勤:    1社　代表取締役　水野 新規 現存
     (薬       1)秀晴 平25. 6. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29806,4023,9 クスリのアオキうおの〒936-0077 076-475-6135株式会社クスリのアオ永井　克昌 平26. 7. 1 薬局
     み薬局 滑川市魚躬字膏薬１２２９番１７常　勤:    1キ　代表取締役　青木 新規 現存
     ２ (薬       1)宏憲 平26. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29906,4024,7 あおば薬局　常盤町店〒936-0027 076-476-1167株式会社バンテージ　魚躬　隆敏 平27. 2. 1 薬局
     滑川市常盤町１８１－３２ 常　勤:    1代表取締役　今井健太 交代 現存
     (薬       1) 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  30006,4026,2 アイリス薬局 〒936-0058 076-471-5731株式会社アモール　代山田　博司 平29.12. 1 薬局
     滑川市下小泉町１１７－１ 常　勤:    3表取締役　橋場　元 新規 現存
     (薬       3) 平29.12. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30107,4010,4 有限会社メープル薬局〒938-0031 0765-52-4377有限会社メープル薬局見澤　哲郎 平 7. 6. 1 薬局
     黒部市三日市２９０３番地５ 常　勤:    2　代表取締役　見澤　 新規 現存
     (薬       2)哲郎 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30207,4013,8 チューリッフ゜黒部薬〒938-0031 0765-54-9235チューリップ調剤株式福島　邦子 平11. 4. 1 薬局
     局 黒部市三日市字三島１０７４番地常　勤:    3会社　代表取締役　武 新規 現存
     ５ (薬       3)内泰司 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30307,4017,9 シメノドラッグ黒部薬〒938-0035 076-554-5349株式会社示野薬局　代金谷　雅美 平13. 1. 1 薬局
     局 黒部市牧野７２１番地 常　勤:    1表取締役　関久則 新規 現存
     (薬       1) 平25. 1. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30407,4019,5 たんぽぽ薬局　黒部店〒938-0031 0765-57-3301たんぽぽ薬局　株式会福島　智史 平14. 4. 1 薬局
     黒部市三日市字三島１１０７番地常　勤:    1社　代表取締役　松野 新規 現存
     (薬       1)　英子 平26. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30507,4021,1 ひらた資生堂薬局 〒938-0031 0765-52-0821有限会社自然堂　代表平田　須美子 平15.11. 1 薬局
     黒部市三日市３２０４－１ 常　勤:    1取締役　平田須美子 組織変更 現存
     (薬       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30607,4022,9 えがお調剤薬局 〒938-0023 0765-57-2677有限会社すこやか　代黒部　博 平16. 4. 1 薬局
     黒部市堀高６０－１ 常　勤:    2表取締役　黒部　博 新規 現存
     (薬       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30707,4023,7 チューリップ牧野薬局〒938-0035 0765-56-5115チューリップ調剤株式西口　貴史 平17. 8. 1 薬局
     黒部市牧野７８１－３ 常　勤:    2会社　代表取締役　武 新規 現存
     (薬       2)内泰司 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30807,4024,5 チューリップ生地薬局〒938-0072 0765-52-1115チューリップ調剤株式山本　京司 平17. 9. 1 薬局
     黒部市生地中区１０４－１ 常　勤:    2会社　代表取締役　武 新規 現存
     (薬       2)内泰司 平29. 9. 1
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  30907,4025,2 うなづき薬局 〒938-0862 0765-65-9383沓掛　隆義 沓掛　隆義 平10. 4. 1 薬局
     黒部市宇奈月町浦山８０４番地の常　勤:    3 新規 現存
     １ (薬       3) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31007,4026,0 多喜屋薬局 〒938-0282 0765-62-1525瀧村　良成 瀧村　朋子 平12.10. 1 薬局
     黒部市宇奈月温泉３７２－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平24.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31107,4027,8 セブンス薬局黒部店 〒938-0061 0765-56-5770株式会社セカンドセブ塚田　道子 平18. 4. 1 薬局
     黒部市生地神区２９８－３ 常　勤:    1ン　代表取締役　星野 新規 現存
     (薬       1)　律子 平30. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31207,4029,4 キタ薬局 〒938-0031 0765-54-0244北村　吉造 北村　吉造 平19. 3. 1 薬局
     黒部市三日市８２１－８ 常　勤:    1 交代 現存
     (薬       1) 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31307,4030,2 クロベ調剤薬局 〒938-0015 0765-33-4553株式会社フィオーレ　岡本　奈緒子 平20. 4. 1 薬局
     黒部市北野４８番地３ 常　勤:    2代表取締役　小出　則 新規 現存
     (薬       2)明 平26. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31407,4031,0 あんず薬局黒部本店 〒938-0036 0765-52-5000株式会社アプリコット阿部　慎一 平20. 7. 1 薬局
     黒部市北新１０番地４ 常　勤:    2　代表取締役　藤澤　 組織変更 現存
     (薬       2)志信 平26. 7. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31507,4032,8 クスリのアオキ黒部中〒938-0035 0765-54-0230株式会社　クスリのア渡邉　陵志 平20.11. 4 薬局
     央薬局 黒部市牧野８１７番地１ 常　勤:    1オキ　代表取締役　青 新規 現存
     (薬       1)木宏憲 平26.11. 4
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  31607,4033,6 ウエルシア薬局黒部荻〒938-0801 0765-33-5255ウエルシア薬局株式会高松　丈嗣 平25. 8. 1 薬局
     生店 黒部市荻生１６６０ 常　勤:    1社　代表取締役　水野 新規 現存
     (薬       1)秀晴 平25. 8. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31707,4035,1 みらい　つばき薬局 〒938-0031 0765-32-5993株式会社ファーマみら大澤　一道 平25.11. 1 薬局
     黒部市三日市３４７０番地 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:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31807,4036,9 チューリップみどり薬〒938-0031 0765-54-0300チューリップ調剤株式塚本　寧 平26. 7. 1 薬局
     局 黒部市三日市２５５８－５ 常　勤:    1会社　代表取締役　武 組織変更 現存
     (薬       1)内泰司 平26. 7. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31907,4037,7 クスリのアオキ堀高薬〒938-0023 0765-57-2675株式会社クスリのアオ螺澤　哲彦 平26.10. 1 薬局
     局 黒部市堀高９５番１ 常　勤:    1キ　代表取締役　青木 新規 現存
     (薬       1)宏憲 平26.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32007,4038,5 みらい　黒部薬局 〒938-0031 0765-32-5930株式会社ファーマみら渡邉　秀明 平27. 8. 1 薬局
     黒部市三日市１０７６番１ 常　勤:    1い　代表取締役　清原 新規 現存
     (薬       1)　陽子 平27. 8. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32107,4040,1 ファーマみらい新牧野〒938-0037 0765-32-5205株式会社ファーマみら鈴木　謙吾 平29. 5. 1 薬局
     薬局 黒部市新牧野２２７－１ 常　勤:    2い　代表取締役　清原 新規 現存
     (薬       2)　陽子 平29. 5. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32207,4041,9 サエラ薬局　黒部店 〒938-0031 0765-54-5070株式会社サエラファー橋本　和佳奈 平30. 1. 1 薬局
     黒部市三日市１０７４ 常　勤:    1マシーズ　代表取締役 交代 現存
     (薬       1)　小池由久 平30. 1. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  32308,4008,6 タケザワ薬局トナミ店〒939-1343 0763(33)5638有限会社　竹澤薬局　津田　真由美 昭63. 7. 1 薬局
     砺波市新富町１－６１ 常　勤:    3代表取締役社長　竹澤 現存
     (薬       3)　裕一 平24. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32408,4012,8 たんぽぽ薬局　砺波店〒939-1375 0763-32-7101たんぽぽ薬局株式会社岡﨑　智行 平13. 6. 1 薬局
     砺波市中央町１０番７号 常　勤:    3　代表取締役　松野　 新規 現存
     (薬       3)英子 平25. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32508,4016,9 チューリップ砺波薬局〒939-1375 0763-34-1367チューリップ調剤　株三浦　清志 平14. 4. 1 薬局
     砺波市中央町１０番８号 常　勤:    4式会社　代表取締役　 新規 現存
     (薬       4)武内泰司 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32608,4018,5 たちぱぱ薬局 〒939-1377 0763-33-3366有限会社　たちぱぱ　細川　信子 平14.10. 1 薬局
     砺波市寿町２番３９号 常　勤:    2代表取締役　舘　雅司 新規 現存
     (薬       2) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32708,4024,3 チューリップ中神薬局〒939-1332 0763-34-1002チューリップ調剤株式高桑　光司 平17. 3. 1 薬局
     砺波市永福町５番１０号 常　勤:    2会社　代表取締役　武 新規 現存
     (薬       2)内泰司 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32808,4025,0 ことぶきアルプ薬局 〒939-1376 0763-34-5701株式会社アルプ　代表髙山　吉裕 平17. 4. 1 薬局
     砺波市平和町１４４番地 常　勤:    2取締役　古賀美純 新規 現存
     (薬       2) 平29. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32908,4026,8 チューリップ公園前薬〒939-1387 0763-34-0200チューリップ調剤株式中田　寿子 平17. 9. 1 薬局
     局 砺波市となみ町１３番１８号 常　勤:    4会社　代表取締役　武 新規 現存
     (薬       4)内泰司 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33008,4027,6 チューリップ山王薬局〒939-1374 0763-33-6636チューリップ調剤株式坂井　豊司 平20. 8. 1 薬局
     砺波市山王町４番５号 常　勤:    1会社　代表取締役　武 新規 現存
     (薬       1)内泰司 平26. 8. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  33108,4028,4 チューリップ太郎丸薬〒939-1363 0763-34-4646チューリップ調剤株式吉田　卓也 平22. 4. 1 薬局
     局 砺波市太郎丸１丁目８番７号 常　勤:    3会社　代表取締役　武 交代 現存
     (薬       3)内泰司 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33208,4029,2 ひかり薬局豊町店 〒939-1364 0763-55-6161株式会社ひかりファー嶋田　仁志 平22. 4. 1 薬局
     砺波市豊町一丁目１４番３号 常　勤:    1マ　代表取締役　庄司 新規 現存
     (薬       1)行輝 平28. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33308,4030,0 たちぱぱ薬局エナック〒939-1374 0763-34-5533有限会社たちぱぱ　代舘　浩子 平22. 7. 1 薬局
     ス 砺波市山王町２番１４号 常　勤:    1表取締役　舘雅司 新規 現存
     (薬       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33408,4031,8 ひまわり薬局砺波店 〒939-1344 0763-58-5195株式会社ＲＯＳＳＯ　吉村　太志 平23. 4. 1 薬局
     砺波市中神３－３ 常　勤:    2代表取締役　小林貫太 新規 現存
     (薬       2)郎 平29. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33508,4032,6 クスリのアオキ新富薬〒939-1343 0763-33-1012株式会社クスリのアオ牧野　顕子 平24. 8. 1 薬局
     局 砺波市新富町５番４７号 常　勤:    1キ　代表取締役　青木 新規 現存
     (薬       1)宏憲 平24. 8. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33608,4033,4 ウエルシア薬局砺波豊〒939-1364 0763-33-4755ウエルシア薬局株式会仲山　隆太 平24. 9. 1 薬局
     町店 砺波市豊町２丁目１７ー２ 常　勤:    2社　代表取締役　水野 交代 現存
     (薬       2)秀晴 平24. 9. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33708,4034,2 とやま調剤薬局　とな〒939-1387 0763-58-5162株式会社コム・メディ髙野　文哉 平26. 5. 1 薬局
     み店 砺波市となみ町１１番１０号 常　勤:    1カル　代表取締役　佐 新規 現存
     (薬       1)々木一嘉 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33808,4035,9 イオン薬局となみ店 〒939-1344 0763-32-8832イオンリテール株式会井上　大輔 平27. 7. 1 薬局
     砺波市中神１－１７４ 常　勤:    3社　代表取締役　岡崎 新規 現存
     (薬       3)双一 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  33908,4036,7 クスリのアオキ杉木薬〒939-1355 0763-55-6548株式会社クスリのアオ牧野　豊 平28. 8. 1 薬局
     局 砺波市杉木５－７８ 常　勤:    1キ　代表取締役　青木 新規 現存
     (薬       1)宏憲 平28. 8. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34008,4037,5 すぎのき薬局 〒939-1355 0763-55-6875ハンズファーマシー株場崎　英公子 平28. 9. 1 薬局
     砺波市杉木３－２０５－２ 常　勤:    2式会社　代表取締役　 新規 現存
     (薬       2)林　弘志 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34108,4038,3 ひかり薬局栄町店 〒939-1371 0763-55-6647株式会社ひかりファー田中　和代 平29. 4. 1 薬局
     砺波市栄町１１９ 常　勤:    1マ　代表取締役　庄司 新規 現存
     (薬       1)　行輝 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34208,4039,1 チューリップ杉木薬局〒939-1355 0763-58-5186チューリップ調剤株式金田　康孝 平30. 5. 1 薬局
     砺波市杉木２－１２２ 常　勤:    1会社　代表取締役　武 新規 現存
     (薬       1)内泰司 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34309,4011,8 田川薬局 〒932-0058 0766-67-0275田川　浩 田川　浩 平 4.10. 1 薬局
     小矢部市小矢部町２－２３ 常　勤:    2 現存
     (薬       2) 平28.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34409,4016,7 日本調剤小矢部薬局 〒932-0051 0766-67-7560日本調剤株式会社　代田中　加世子 平16. 5. 1 薬局
     小矢部市今石動町１－１０３７ 常　勤:    4表取締役　三津原　博 新規 現存
     (薬       4) 平28. 5. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34509,4017,5 チューリップ埴生薬局〒932-0836 0766-67-7033チューリップ調剤株式南部　洋一 平16.12. 1 薬局
     小矢部市埴生３５６－５ 常　勤:    2会社　代表取締役　武 新規 現存
     (薬       2)内泰司 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34609,4018,3 小矢部くみあい薬局 〒932-0053 0766-68-0285有限会社小矢部くみあ田川　牧子 平17.10. 8 薬局
     小矢部市石動町１０番２８号　Ａ常　勤:    1い薬品　代表取締役　 新規 現存
     コープおやべ内 (薬       1)田川　浩 平29.10. 8
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  34709,4019,1 薬局マツモトキヨシ小〒932-0833 0766-68-3562株式会社示野薬局　代金谷　雅人 平20. 4. 1 薬局
     矢部店 小矢部市綾子３９７９番 常　勤:    1表取締役　関久則 新規 現存
     (薬       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34809,4020,9 こぐま薬局 〒932-0813 0766-68-0591ラックマーク株式会社熊倉　和彦 平23. 6. 1 薬局
     小矢部市野寺７４番地１ 常　勤:    3　代表取締役　熊倉　 新規 現存
     (薬       3)和彦 平29. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34909,4021,7 アイン薬局小矢部店 〒932-0813 0766-67-8180株式会社アインメディ千野　直英 平23. 7. 1 薬局
     小矢部市野寺７３番１ 常　勤:    6オ　代表取締役　佐竹 新規 現存
     (薬       6)　辰幸 平29. 7. 1
     非常勤:   12
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35009,4023,3 クスリのアオキ小矢部〒932-0057 0766-67-8870株式会社クスリのアオ高木　久美子 平26.10. 1 薬局
     中央薬局 小矢部市本町５番３２号 常　勤:    2キ　代表取締役　青木 新規 現存
     (薬       2)宏憲 平26.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35116,4014,7 かど薬局 〒930-0353 076-472-0780角　修 角　修 昭62. 6.21 薬局
     中新川郡上市町法音寺４２ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平29. 6.21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35216,4019,6 立山中央薬局 〒930-0221 076-463-5060（有）立山調剤センタ桑原　由光 平 6. 4. 1 薬局
     中新川郡立山町前沢２７２７ー１常　勤:    2ー　代表取締役　志垣 新規 現存
     ４ (薬       2)　徳夫 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35316,4027,9 上市青木二階堂薬局 〒930-0357 076-473-9225株式会社クスリのアオ藤樫　孝子 平11. 9. 1 薬局
     中新川郡上市町正印２４４番地 常　勤:    2キ　代表取締役　青木 新規 現存
     (薬       2)宏憲 平29. 9. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35416,4028,7 まつむら調剤薬局 〒930-0229 076-463-6288松村　和浩 松村　和浩 平11.10. 1 薬局
     中新川郡立山町前沢新町４０７－常　勤:    2 新規 現存
     ２ (薬       2) 平29.10. 1
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  35516,4029,5 栄光堂薬局 〒930-0214 076-463-0106有限会社立山調剤セン志垣　和彦 平12. 1. 1 薬局
     中新川郡立山町五百石１７ 常　勤:    2ター　代表取締役　志 組織変更 現存
     (薬       2)垣　徳夫 平30. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35616,4031,1 チューリップ上市薬局〒930-0353 076-473-9353チューリップ調剤株式松田　雅子 平13.12. 1 薬局
     中新川郡上市町法音寺６４－１６常　勤:    3会社　代表取締役　武 新規 現存
     (薬       3)内泰司 平25.12. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35716,4036,0 クスリのアオキ上市薬〒930-0353 076-473-2877株式会社クスリのアオ田中　真樹子 平18. 4.24 薬局
     局 中新川郡上市町法音寺字横市２番常　勤:    2キ　代表取締役　青木 新規 現存
     １ (薬       2)宏憲 平30. 4.24
     非常勤:   15
     (薬      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35816,4039,4 安田薬局 〒930-0334 076-472-0126安田　博 安田　博 平18.11. 2 薬局
     中新川郡上市町西中町２５ 常　勤:    1 交代 現存
     (薬       1) 平24.11. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35916,4040,2 めろん薬局　大石原店〒930-0261 076-464-2601有限会社逞志　代表取白山　順子 平20. 8. 1 薬局
     中新川郡立山町大石原１９２番１常　勤:    2締役　山口　博之 移動 現存
     (薬       2) 平26. 8. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36016,4042,8 剱漢方薬局 〒930-0304 076-473-2033株式会社剱漢方薬局　大西　美和子 平21.12. 1 薬局
     中新川郡上市町森尻３６２－５ 常　勤:    1代表取締役　大西　美 組織変更 現存
     (薬       1)和子 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36116,4043,6 さくら薬局　上市店 〒930-0353 076-473-9339クラフト株式会社　代上野　貴道 平22. 4. 1 薬局
     中新川郡上市町法音寺７－８ 常　勤:    1表取締役　大塚　吉史 組織変更 現存
     (薬       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36216,4044,4 さくら薬局　富山雄山〒930-0261 076-462-9381クラフト株式会社　代清水　絢子 平22. 4. 1 薬局
     店 中新川郡立山町大石原２２０－１常　勤:    1表取締役　大塚　吉史 組織変更 現存
     (薬       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
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  36316,4045,1 チューリップ法音寺薬〒930-0353 076-472-1123チューリップ調剤株式稲場　由美 平23. 1. 1 薬局
     局 中新川郡上市町法音寺２－３ 常　勤:    1会社　代表取締役　武 新規 現存
     (薬       1)内泰司 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36416,4046,9 クスリのアオキ立山薬〒930-0261 076-462-7117株式会社クスリのアオ窪田　真悟 平23. 7. 1 薬局
     局 中新川郡立山町大石原７５番 常　勤:    3キ　代表取締役　青木 新規 現存
     (薬       3)宏憲 平29. 7. 1
     非常勤:   12
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36516,4047,7 チューリップ米沢薬局〒930-3265 076-464-2668チューリップ調剤株式堀田　早苗 平23.10. 1 薬局
     中新川郡立山町米沢１７－９ 常　勤:    2会社　代表取締役　武 新規 現存
     (薬       2)内泰司 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36616,4049,3 いい薬局 〒930-0353 076-473-0866株式会社　ひいらぎ　町田　大輔 平24. 4. 1 薬局
     中新川郡上市町法音寺吉田５番地常　勤:    1代表取締役　平木　証 交代 現存
     ５ (薬       1)一 平30. 4. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36716,4050,1 ホリ薬局 〒930-0324 076-472-0142堀　好 堀　好 平26. 1. 1 薬局
     中新川郡上市町新町１３ー１ 常　勤:    1 交代 現存
     (薬       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36816,4051,9 チューリップ立山薬局〒930-0252 076-461-3386チューリップ調剤株式柴野　恵里 平27.10. 1 薬局
     中新川郡立山町日俣３２３番地１常　勤:    2会社　代表取締役　武 新規 現存
     (薬       2)内泰司 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36916,4052,7 ウエルシア薬局かみい〒930-0355 076-473-8922ウエルシア薬局株式会河辺　志帆 平29. 5. 1 薬局
     ち総合病院前店 中新川郡上市町横法音寺１３－３常　勤:    1社　代表取締役　水野 新規 現存
     (薬       1)　秀晴 平29. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37016,4053,5 ひまわり薬局 〒930-0372 0764-72-1088株式会社日栄　代表取清水　洋一 平29. 6. 1 薬局
     中新川郡上市町上経田２－２－１常　勤:    2締役　亀井　竜夫 交代 現存
     (薬       2) 平29. 6. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  37117,4011,1 山崎全快堂薬局 〒939-0626 0765(72)0121山崎　周次郎 山崎　周次郎 昭51.12.15 薬局
     下新川郡入善町入膳５２３２－２常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平27.12.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37217,4013,7 古谷薬局 〒939-0626 0765(72)0021古谷　明 古谷　明 昭54. 1. 1 薬局
     下新川郡入善町入膳５２１６ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37317,4021,0 あけぼの調剤薬局 〒939-0626 0765(74)2315有限会社曙　代表取締寺倉　啓悦 平 4. 9. 1 薬局
     下新川郡入善町入膳７７１３－１常　勤:    1役　寺倉　啓悦 現存
     (薬       1) 平28. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37417,4023,6 こざわ薬局 〒939-0741 0765-82-1158小沢薬品株式会社　代玉木　栄志 平 6. 7. 1 薬局
     下新川郡朝日町泊３１７ 常　勤:    1表取締役　小沢　知夫 組織変更 現存
     (薬       1) 平24. 7. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37517,4031,9 桃李薬局 〒939-0614 0765-74-8222有限会社　桃李薬局　中川　晴代 平13. 1. 1 薬局
     下新川郡入善町君島１２０－２６常　勤:    1代表取締役　中川　輝 新規 現存
     (薬       1)夫 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37617,4032,7 ひばりの薬局 〒938-0103 0765-78-1610川畠　美代子 川畠　美代子 平13. 7. 1 薬局
     下新川郡入善町舟見１５９４ 常　勤:    1 交代 現存
     (薬       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37717,4033,5 たんぽぽ薬局　泊店 〒939-0741 0765-83-8051たんぽぽ薬局株式会社嶋　里奈 平16. 4. 1 薬局
     下新川郡朝日町泊４７５番地７ 常　勤:    4　代表取締役　松野　 新規 現存
     (薬       4)英子 平28. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37817,4034,3 チューリップ入善薬局〒939-0626 0765-74-7080チューリップ調剤株式沓掛　和彦 平18. 4. 1 薬局
     下新川郡入善町入膳７９３６番地常　勤:    2会社　代表取締役　武 新規 現存
     ２ (薬       2)内泰司 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37917,4037,6 こざわ薬局あおば店 〒939-0743 0765-82-1101小沢薬品株式会社　代小沢　知夫 平19. 4. 3 薬局
     下新川郡朝日町道下８９６ 常　勤:    1表取締役　小沢　知夫 新規 現存
     (薬       1) 平25. 4. 3
     非常勤:    3
     (薬       3)
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  38017,4038,4 ファミリー調剤薬局　〒939-0657 0765-74-2230株式会社ファミリー調吉松　清信 平21. 4. 1 薬局
     とっこ店 下新川郡入善町東狐１０３５番地常　勤:    1剤薬局　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)吉松　清信 平27. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38117,4040,0 にゅうぜん調剤薬局 〒939-0626 0765-72-2200株式会社フィオーレ　小出　容子 平22.10. 1 薬局
     下新川郡入善町入膳３３２９－１常　勤:    1代表取締役　小出　則 新規 現存
     (薬       1)明 平28.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38217,4041,8 クスリのアオキ入善薬〒939-0627 0765-74-7887株式会社クスリのアオ福島　謙義 平25.10. 1 薬局
     局 下新川郡入善町椚山１３５９番１常　勤:    1キ　代表取締役　青木 新規 現存
     (薬       1)宏憲 平25.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38317,4042,6 あんず薬局　入善店 〒939-0624 0765-74-2007株式会社アプリコット藤澤　志信 平28. 2. 1 薬局
     下新川郡入善町青島４０２番１ 常　勤:    3　代表取締役　藤澤志 新規 現存
     (薬       3)信 平28. 2. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38417,4044,2 さみさと薬局 〒939-0741 0765-32-4320ハンズファーマシー株勝木　秀和 平28. 7. 1 薬局
     下新川郡朝日町泊４１５－２ 常　勤:    1式会社　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)林　弘志 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38517,4045,9 はまにし薬局　コスモ〒939-0627 0765-74-9122株式会社瑠璃光　代表浜西　陽子 平30. 3. 1 薬局
     店 下新川郡入善町椚山１３３６　コ常　勤:    1取締役　中谷隆正 交代 現存
     スモ２１内 (薬       1) 平30. 3. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38619,4009,1 しみず薬局 〒939-0363 0766-56-9933株式会社　シミズ　代江守　久美子 平 6. 3. 1 薬局
     射水市中太閤山１－１パスコ内 常　勤:    1表取締役　塩月　清和 現存
     (薬       1) 平30. 3. 1
     非常勤:   14
     (薬      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38719,4012,5 太閤山薬局 〒939-0362 0766-56-6820荒谷　一樹 荒谷　一樹 平11. 8. 2 薬局
     射水市太閤山１丁目６１番１ 常　勤:    3 新規 現存
     (薬       3) 平29. 8. 2
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  38819,4013,3 ハート薬局東太閤山店〒939-0319 0766-56-9383株式会社　ビッグライ清水　美穂 平12. 7. 1 薬局
     射水市東太閤山３丁目８８番地 常　勤:    1ム　代表取締役　冨樫 新規 現存
     (薬       1)義光 平24. 7. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38919,4019,0 有限会社　にの井屋薬〒939-0341 0766-55-0148有限会社　にの井屋薬摂津　樹 平14.12. 1 薬局
     局 射水市三ヶ９８７ 常　勤:    2局　代表取締役　高田 組織変更 現存
     (薬       2)　省三 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39019,4021,6 日本調剤大門薬局 〒939-0243 0766-52-8560日本調剤株式会社　代中戸　一喜 平16. 5. 1 薬局
     射水市下若５３－６ 常　勤:    6表取締役　三津原　博 新規 現存
     (薬       6) 平28. 5. 1
     非常勤:   13
     (薬      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39119,4023,2 あおば薬局ひばり店 〒939-0351 0766-56-8177株式会社バンテージ　吉﨑　洋一 平17. 4. 1 薬局
     射水市戸破１７０４－１ 常　勤:    2代表取締役　今井健太 新規 現存
     (薬       2) 平29. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39219,4026,5 永野薬局 〒934-0027 0766-82-2667永野　康己 永野　康己 平 8. 1. 1 薬局
     射水市中新湊１３ー２７ 常　勤:    2 移動 現存
     (薬       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39319,4027,3 石松薬局 〒934-0011 0766-84-4823株式会社石松薬局　代石倉　裕之 平11. 8. 1 薬局
     射水市本町２丁目１１番２１号 常　勤:    2表取締役　石倉　尚聡 新規 現存
     (薬       2) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39419,4029,9 チューリップ新湊薬局〒934-0049 0766-83-7172チューリップ調剤株式武村　智恵美 平12. 8. 1 薬局
     射水市鏡宮１４３－１ 常　勤:    2会社　代表取締役　武 新規 現存
     (薬       2)内泰司 平24. 8. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39519,4030,7 いみずの薬局 〒939-0364 0766-56-0961株式会社アモール　代奥村　真樹 平18. 7. 1 薬局
     射水市南太閤山３－１－６ 常　勤:    3表取締役　橋場　元 新規 現存
     (薬       3) 平24. 7. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  39619,4033,1 クオール薬局　下若店〒939-0243 0766-52-8618クオール株式会社　代早川　知弥 平19. 5. 1 薬局
     射水市下若字観音堂５４番８ 常　勤:    5表取締役　中村　敬 新規 現存
     (薬       5) 平25. 5. 1
     非常勤:   15
     (薬      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39719,4034,9 コスギ薬局 〒939-0311 0766-73-7851株式会社フィオーレ　金瀬　伸彦 平19. 8. 2 薬局
     射水市黒河新４８０８番６ 常　勤:    1代表取締役　小出則明 新規 現存
     (薬       1) 平25. 8. 2
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39819,4035,6 ひかり薬局海老江店 〒933-0233 0766-86-5671株式会社ひかりファー松島　優子 平19.10. 1 薬局
     射水市海老江１２４１番２ 常　勤:    1マ　代表取締役　庄司 新規 現存
     (薬       1)行輝 平25.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39919,4036,4 いみず薬局ひばり調剤〒939-0351 0766-50-1310伏喜　壮成 伏喜　壮成 平20. 5. 1 薬局
     射水市戸破２５９６－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40019,4039,8 チューリップ海老江薬〒933-0233 0766-86-2800チューリップ調剤株式澤井　由紀子 平22. 4. 1 薬局
     局 射水市海老江７３７ 常　勤:    2会社　代表取締役　武 交代 現存
     (薬       2)内泰司 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40119,4040,6 チューリップ中新湊薬〒934-0027 0766-82-3811チューリップ調剤株式山田　晃裕 平22. 4. 1 薬局
     局 射水市中新湊７－１８ 常　勤:    1会社　代表取締役　武 交代 現存
     (薬       1)内泰司 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40219,4042,2 ラベンダー薬局カモン〒934-0011 0766-84-7331株式会社ＴＹＨ　代表佐藤　弘昭 平22. 9. 1 薬局
     新湊店 射水市本町３丁目１２番地の２８常　勤:    1取締役　佐藤弘昭 新規 現存
     (薬       1) 平28. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40319,4043,0 とやま調剤薬局　大門〒939-0232 0766-54-5481株式会社コム・メディ大垣　秀雄 平23. 2. 1 薬局
     店 射水市大門字長割１５１番２ 常　勤:    1カル　代表取締役　佐 新規 現存
     (薬       1)々木　一嘉 平29. 2. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
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  40419,4044,8 チューリップ桜町薬局〒934-0015 0766-84-1001チューリップ調剤株式畑山　光 平23. 5. 1 薬局
     射水市桜町１６番２４号 常　勤:    1会社　代表取締役　武 新規 現存
     (薬       1)内泰司 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40519,4045,5 新湊中央薬局 〒934-0011 0766-82-2771松本　剛 平野　智子 平23. 7. 1 薬局
     射水市本町２－１４－２ 常　勤:    1 交代 現存
     (薬       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40619,4046,3 大門中央薬局 〒939-0241 0766-52-4896松本　剛 竹田　由香 平23. 7. 1 薬局
     射水市中村１１８－１ 常　勤:    1 交代 現存
     (薬       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40719,4047,1 グリーン黒河薬局 〒939-0311 0766-50-8668有限会社　グリーン調井上　英子 平23.11. 1 薬局
     射水市黒河字尺目２６９３番地１常　勤:    2剤　代表取締役　作村 新規 現存
     (薬       2)　廣幸 平29.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40819,4048,9 ウエルシア薬局射水本〒939-0285 0766-55-3830ウエルシア薬局株式会菅原　北斗 平25. 8. 1 薬局
     開発店 射水市本開発字代官免１３０－８常　勤:    1社　代表取締役　水野 新規 現存
     (薬       1)秀晴 平25. 8. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40919,4049,7 チューリップ立町薬局〒934-0013 0766-54-5405チューリップ調剤株式中田　光人 平25.10. 1 薬局
     射水市立町５－４ 常　勤:    1会社　代表取締役　武 新規 現存
     (薬       1)内泰司 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41019,4050,5 クスリのアオキひばり〒939-0351 0766-55-2884株式会社クスリのアオ小川　瞬 平25.10. 1 薬局
     薬局 射水市戸破２１２１－５ 常　勤:    1キ　代表取締役　青木 新規 現存
     (薬       1)宏憲 平25.10. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  41119,4051,3 なでしこ薬局 〒939-0351 0766-54-6263株式会社アシスト　代松田　素子 平26. 9. 1 薬局
     射水市戸破３８６４－１ 常　勤:    1表取締役　笹山彰 新規 現存
     (薬       1) 平26. 9. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41219,4052,1 コストコホールセール〒939-0321 0766-57-0653コストコホールセール石上　浩之 平27. 8. 1 薬局
     射水倉庫店　薬局 射水市小杉インターパーク土地区常　勤:    2ジャパン株式会社　代 新規 現存
     画整理事業地内１街区１番 (薬       2)表取締役　ケンテリオ 平27. 8. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41319,4053,9 山崎薬局 〒939-0232 0766-52-0330山崎　璋 山崎　璋 平28. 2. 1 薬局
     射水市大門２６９ 常　勤:    3 移動 現存
     (薬       3) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41419,4055,4 やくとファーマシー大〒939-0287 0766-52-6032特定非営利活動法人と友成　真理 平29. 2.13 薬局
     島 射水市赤井４０－１ 常　勤:    3やまコミュメデ・ラボ 移動 現存
     (薬       3)　理事長　中村　秀人 平29. 2.13
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41519,4056,2 クスリのアオキ新大門〒939-0232 0766-54-6753株式会社クスリのアオ達川　敬 平29.12. 1 薬局
     薬局 射水市大門９７－１ 常　勤:    1キ　代表取締役　青木 新規 現存
     (薬       1)　宏憲 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41619,4057,0 ふれあい新湊薬局 〒934-0011 0766-83-7671一般社団法人ふれあい酢谷　睦美 平29.11. 1 薬局
     射水市本町１－１３－４ 常　勤:    2薬局　代表理事　藤本 組織変更 現存
     (薬       2)　美和子 平29.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41719,4058,8 サエラ薬局　新湊店 〒934-0049 0766-83-7525株式会社サエラファー上田　利幸 平30. 1. 1 薬局
     射水市鏡宮１０９ 常　勤:    1マシーズ　代表取締役 交代 現存
     (薬       1)　小池由久 平30. 1. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41820,4006,5 平野薬局 〒939-1561 0763-22-2018平野　静子 平野　静子 昭32. 9.26 薬局
     南砺市福野１７７９－１ 常　勤:    2 現存
     (薬       2) 平29. 9.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  41920,4013,1 木沢薬局 〒939-1562 0763-22-2545木澤　之男 木澤　之男 昭56. 8. 5 薬局
     南砺市福野１２８７番地 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平29. 8. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42020,4017,2 有限会社　たんぱ薬局〒932-0217 0763(82)0011（有）たんぱ薬局　代丹波　美津子 平 5. 1. 1 薬局
     南砺市本町４－１ 常　勤:    2表取締役　丹波　美津 現存
     (薬       2)子 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42120,4019,8 野村薬局 〒939-1863 0763(62)0074諸木　紀子 諸木　紀子 平 5. 8. 1 薬局
     南砺市城端４１６ 常　勤:    2 現存
     (薬       2) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42220,4023,0 福野グリーン薬局 〒939-1507 0763-23-1560有限会社　グリーン調武田　順子 平13. 1. 1 薬局
     南砺市二日町２３１１－５ 常　勤:    2剤　取締役　作村廣幸 新規 現存
     (薬       2) 平25. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42320,4028,9 笹田薬局 〒939-1817 0763-62-0249笹田　富貴子 笹田　富貴子 平15. 1. 1 薬局
     南砺市城端９９ー３ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42420,4030,5 福野アルプ薬局 〒939-1506 0763-23-1666株式会社　アルプ　代中島　圭 平15. 4. 1 薬局
     南砺市高儀１３－６ 常　勤:    1表取締役　古賀美純 新規 現存
     (薬       1) 平27. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42520,4034,7 松村薬局 〒939-1652 0763(52)0008（有）松村懸壺堂薬局松村　壽 平 5. 6.18 薬局
     南砺市福光新町４６番地 常　勤:    1　代表取締役　松村　 現存
     (薬       1)壽 平29. 6.18
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42620,4035,4 ワタナベ薬局 〒939-1704 0763(52)7716（有）渡辺薬局　代表渡辺　悦子 平11. 8. 1 薬局
     南砺市田中７８番の１ 常　勤:    1取締役　渡辺　悦子 移動 現存
     (薬       1) 平29. 8. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  42720,4039,6 福野ひまわり薬局 〒939-1576 0763-22-8515株式会社ＲＯＳＳＯ　柳田　優樹 平20. 9. 1 薬局
     南砺市やかた２２１ 常　勤:    1代表取締役　小林　貫 新規 現存
     (薬       1)太郎 平26. 9. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42820,4041,2 チューリップ福光薬局〒939-1636 0763-52-8121チューリップ調剤株式松原　正明 平20.10. 1 薬局
     南砺市福光２０３番地１ 常　勤:    1会社　代表取締役　武 新規 現存
     (薬       1)内泰司 平26.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42920,4042,0 ファーマライズ薬局南〒932-0211 0763-82-8827ファーマライズ株式会西能　真己乃 平21. 6. 1 薬局
     砺店 南砺市井波９３８番１７ 常　勤:    3社　代表取締役　田仲 組織変更 現存
     (薬       3)義弘 平27. 6. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43020,4043,8 チューリップ福野薬局〒939-1577 0763-22-8910チューリップ調剤株式金田　紀子 平22. 4. 1 薬局
     南砺市寺家新屋敷４７３－２ 常　勤:    1会社　代表取締役　武 交代 現存
     (薬       1)内泰司 平28. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43120,4044,6 チューリップ天神町薬〒939-1662 0763-52-7370チューリップ調剤株式沖田　憲和 平22. 4. 1 薬局
     局 南砺市福光１３１６－２ 常　勤:    2会社　代表取締役　武 交代 現存
     (薬       2)内泰司 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43220,4046,1 とやま調剤薬局　南砺〒932-0231 0763-82-1251株式会社コム・メディ波多　洋志 平23. 4. 1 薬局
     山見店 南砺市山見１１３３番１ 常　勤:    1カル　代表取締役　佐 新規 現存
     (薬       1)々木一嘉 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43320,4047,9 アイン薬局南砺店 〒932-0211 0763-82-8820株式会社アインメディ岡田　優志 平24. 5. 1 薬局
     南砺市井波９３８番３８ 常　勤:    5オ　代表取締役　佐竹 交代 現存
     (薬       5)　辰幸 平30. 5. 1
     非常勤:   21
     (薬      21)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  43420,4048,7 シメノドラッグ福光薬〒939-1654 0763-52-7293株式会社示野薬局　代西村　快弥 平25. 4. 1 薬局
     局 南砺市福光８８８番地１ 常　勤:    2表取締役　関久則 新規 現存
     (薬       2) 平25. 4. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43520,4049,5 ファーマライズ薬局　〒939-1610 0763-53-0787ファーマライズ株式会横山　佳子 平26. 4. 1 薬局
     福光店 南砺市福光１００６－４ 常　勤:    1社　代表取締役　田仲 新規 現存
     (薬       1)義弘 平26. 4. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43620,4050,3 アイン薬局南砺中央店〒939-1724 0763-52-8280株式会社アインメディ浅野　恭平 平26. 7. 1 薬局
     南砺市梅野１５９６－１ 常　勤:    4オ　代表取締役　佐竹 新規 現存
     (薬       4)辰幸 平26. 7. 1
     非常勤:   17
     (薬      17)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43720,4051,1 たんぽぽ薬局　南砺中〒939-1724 0763-52-2671たんぽぽ薬局株式会社宇治谷　由香理 平26. 7. 1 薬局
     央店 南砺市梅野２番地４ 常　勤:    3　代表取締役　松野　 新規 現存
     (薬       3)英子 平26. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43820,4052,9 クスリのアオキ福野薬〒939-1507 0763-22-1831株式会社クスリのアオ栗本　博昭 平27.10. 1 薬局
     局 南砺市二日町１６００番１ 常　勤:    1キ　代表取締役　青木 新規 現存
     (薬       1)宏憲 平27.10. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


