
届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[福井県]
全医療機関出力
[平成29年 6月28日現在　薬局] 平成29年 6月28日    1

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    101-40055 オーオカ薬局駅前本店〒910-0006 （調基１）第242号         平成28年 4月 1日
     福井市中央１－９－３０ （在薬）第2号             平成 6年10月 1日
     0776-23-2640  (0776-23-2748)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201-40097 株式会社　加川薬局 〒910-0006 （調基１）第194号         平成28年 4月 1日
     福井市中央１－３－１０ （後発調１）第261号       平成28年 6月 1日
     0776-24-1221  (0776-27-5367) （在薬）第3号             平成 6年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301-40212 有限会社　福井薬局 〒910-0006 （調基１）第104号         平成28年 4月 1日
     福井市中央１丁目４番１７号 （後発調１）第199号       平成28年 4月 1日
     0776-24-1120  (0776-27-0410) （在薬）第7号             平成 6年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    401-40626 えばた薬局 〒918-8016 （調基１）第195号         平成28年 4月 1日
     福井市江端町３３－２３－２ （在薬）第18号            平成 6年10月 1日
     0776-38-2382  (0776-38-2776)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    501-40642 株式会社　松下薬局 〒910-0023 （調基１）第53号          平成28年 4月 1日
     福井市順化１丁目２番３号 （後発調２）第156号       平成28年 7月 1日
     0776-23-3535  (0776-26-6446) （在薬）第20号            平成 6年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    601-40733 マドコロ薬局 〒918-8004 （調基１）第54号          平成28年 4月 1日
     福井市西木田３－８－７ （後発調１）第25号        平成28年 4月 1日
     0776-35-0857  (0776-35-0857) （在薬）第23号            平成 6年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    701-40907 株式会社　オカダ薬局〒910-0857 （調基１）第94号          平成28年 4月 1日
     福井市豊島２丁目８－３ （在薬）第30号            平成 6年10月 1日
     0776-21-4800  (0776-21-4801)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    801-40915 有限会社　十字堂薬局〒910-0002 （調基１）第60号          平成28年 4月 1日
     福井市町屋２－９－１８ （後発調１）第210号       平成28年 4月 1日
     0776-27-6515  (0776-27-6525) （か薬）第6号             平成28年 4月 1日
     （在薬）第31号            平成 6年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    901-41012 老松薬局 〒910-0003
     福井市松本３丁目１－２１
     0776-22-4401  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1001-41194 新松崎薬局 〒910-0024 （調基１）第74号          平成28年 4月 1日
     福井市照手１丁目１１－８ （後発調１）第271号       平成28年 7月 1日
     0776-21-1100  (0776-25-4159) （在調）第1号             平成24年 4月 1日
     （か薬）第17号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第42号            平成 6年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1101-41210 ひさの薬局 〒910-0017 （調基１）第22号          平成28年 4月 1日
     福井市文京５－１５－５
     0776-60-2735  (0776-60-1385)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[福井県]
全医療機関出力
[平成29年 6月28日現在　薬局] 平成29年 6月28日    2

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   1201-41236 株式会社　上田薬局 〒910-0005 （調基１）第58号          平成28年 4月 1日
     福井市大手３－５－５ （後発調２）第157号       平成28年 7月 1日
     0776-24-0003  (0776-24-0421) （在薬）第45号            平成 6年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1301-41251 福大前　桐山薬局 〒910-0017 （調基１）第223号         平成28年 4月 1日
     福井市文京４－４－２０ （後発調１）第264号       平成28年 6月 1日
     0776-27-1441  (0776-27-1441) （か薬）第146号           平成28年10月 1日
     （１７５）第114号         平成14年 4月 1日
     （在薬）第46号            平成 6年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1401-41277 ドラッグモリシタ　成〒918-8239 （調基１）第120号         平成28年 4月 1日
     和店 福井市成和１－３２０５－２ （後発調２）第201号       平成29年 2月 1日
     0776-25-7118  (0776-25-7110) （在薬）第48号            平成 6年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1501-41319 桐山薬局 〒910-0023 （在薬）第51号            平成 6年10月 1日
     福井市順化２－２４－１４
     0776-22-1520  (0776-22-1520)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1601-41327 塚本薬局 〒918-8011 （調基１）第106号         平成28年 4月 1日
     福井市月見２－１－３６ （１７５）第115号         平成14年 4月 1日
     0776-36-3525  (0776-33-0067)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1701-41368 有限会社　安久薬局　〒910-0015 （調基１）第127号         平成28年 4月 1日
     二の宮店 福井市二の宮２丁目３０－１４ （調）第35号              平成28年 4月 1日
     0776-27-6755  (0776-27-6900) （在調）第36号            平成26年11月 1日
     （か薬）第97号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第54号            平成 7年 3月10日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1801-41434 ほけん薬局 〒910-0023 （調基１）第158号         平成28年 4月 1日
     福井市順化２－２５－５ （か薬）第125号           平成28年 6月 1日
     0776-25-9797  (0776-25-9700) （在薬）第204号           平成15年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1901-41566 小泉薬局 〒910-0024 （調基１）第103号         平成28年 4月 1日
     福井市照手２丁目８－１ （か薬）第18号            平成28年 4月 1日
     0776-22-4384  (0776-23-6132) （在薬）第8号             平成 9年 6月12日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2001-41574 志比口調剤薬局 〒910-0845 （調基３）第10号          平成28年 4月 1日
     福井市志比口１丁目３－６ （後発調２）第193号       平成28年12月 1日
     0776-52-5599  (0776-52-1991) （か薬）第172号           平成29年 5月 1日
     （在薬）第205号           平成15年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2101-41632 ひまわり調剤薬局 〒918-8135 （調基１）第34号          平成28年 4月 1日
     福井市下六条町２１５番地 （調）第1号               平成28年 4月 1日
     0776-41-8510  (0776-41-8517) （後発調１）第191号       平成28年 4月 1日
     （在調）第28号            平成26年 2月 1日
     （か薬）第19号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第144号           平成10年 5月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[福井県]
全医療機関出力
[平成29年 6月28日現在　薬局] 平成29年 6月28日    3

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   2201-41657 長信堂調剤薬局　川西〒910-3143 （調基１）第13号          平成28年 4月 1日
     店 福井市砂子坂町１５－２９－１ （後発調１）第196号       平成28年 4月 1日
     0776-83-1455  (0776-83-1450)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2301-41699 広部薬局 〒910-0003 （調基１）第175号         平成28年 4月 1日
     福井市松本３－５－７ （後発調１）第26号        平成28年 4月 1日
     0776-22-4607  (0776-22-6622) （か薬）第29号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第164号           平成12年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2401-41723 有限会社　みゆき薬局〒910-0856 （調基１）第47号          平成28年 4月 1日
     福井市勝見３－２０－６ （調）第9号               平成28年 4月 1日
     0776-22-8212  (0776-22-3053) （後発調１）第189号       平成28年 4月 1日
     （か薬）第20号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第169号           平成12年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2501-41731 エンゼル調剤薬局　堀〒910-0032 （調基１）第71号          平成28年 4月 1日
     の宮店 福井市堀ノ宮１－１１９西川ビル （調）第28号              平成28年 4月 1日
     １Ｆ （後発調１）第195号       平成28年 4月 1日
     0776-29-0093  (0776-29-0193) （後発調２）第216号       平成29年 6月 1日
     （薬菌）第7号             平成26年 4月 1日
     （在調）第34号            平成26年 6月 1日
     （か薬）第30号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第170号           平成12年 5月17日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2601-41780 福井総合調剤センター〒910-0067 （調基２）第1号           平成28年 4月 1日
     薬局 福井市新田塚１丁目３５番９号 （後発調１）第322号       平成29年 4月 1日
     0776-30-1881  (0776-30-1882) （か薬）第133号           平成28年 6月 1日
     （在薬）第179号           平成13年 4月 2日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2701-41798 愛育堂薬局 〒918-8003 （調基１）第96号          平成28年 4月 1日
     福井市毛矢１丁目１－２３
     0776-33-0931  (0776-33-3493)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2801-41806 有限会社　安久薬局　〒910-0005 （調基１）第126号         平成28年 4月 1日
     駅前店 福井市大手２丁目４の２６　シラ （後発調１）第303号       平成28年12月 1日
     サワビル１Ｆ （在薬）第408号           平成27年 2月 2日
     0776-25-0266  (0776-25-0229)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2901-41863 ワタゼン薬局 〒910-0011 （調基１）第184号         平成28年 4月 1日
     福井市経田１丁目１４１３ （在薬）第200号           平成15年 6月 1日
     0776-21-6602  (0776-21-6604)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3001-41897 クスリのアオキ　日之〒910-0845 （調基１）第141号         平成28年 4月 1日
     出薬局 福井市志比口１丁目１１番３０号 （在薬）第210号           平成16年 4月 1日
     0776-52-5362  (0776-52-5363)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[福井県]
全医療機関出力
[平成29年 6月28日現在　薬局] 平成29年 6月28日    4

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   3101-41913 株式会社　クララ調剤〒910-0851 （調基１）第222号         平成28年 4月 1日
     薬局　米松店 福井市米松２丁目６－６ （後発調２）第175号       平成28年 9月 1日
     0776-53-7810  (0776-53-7800) （か薬）第138号           平成28年 8月 1日
     （在薬）第213号           平成16年 4月 5日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3201-41921 山の前薬局 〒910-0846 （調基１）第182号         平成28年 4月 1日
     福井市四ツ井２丁目１１－１１ （調）第48号              平成28年 5月 1日
     0776-52-1114  (0776-52-1104) （後発調２）第194号       平成28年12月 1日
     （在調）第13号            平成24年 4月 1日
     （か薬）第98号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第214号           平成16年 4月 7日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3301-41947 のぞみ薬局　福井県立〒910-0845 （調基１）第167号         平成28年 4月 1日
     病院前店 福井市志比口２丁目２４－２０ （後発調１）第329号       平成29年 5月 1日
     0776-52-6306  (0776-52-6307) （在薬）第216号           平成16年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3401-41962 福井調剤薬局 〒910-0851 （調基１）第224号         平成28年 4月 1日
     福井市米松２丁目６－１ （後発調１）第300号       平成28年12月 1日
     0776-53-9666  (0776-53-9667) （薬菌）第6号             平成25年 7月 1日
     （か薬）第32号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第228号           平成16年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3501-42010 ふなばしアルプ薬局 〒910-0808 （調基１）第148号         平成28年 4月 1日
     福井市舟橋１丁目３０１－２ （在薬）第222号           平成16年 8月 2日
     0776-52-5505  (0776-52-5504)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3601-42044 ひまわり調剤薬局　木〒918-8105 （調基１）第35号          平成28年 4月 1日
     田店 福井市木田２丁目１６０１アイホ （調）第70号              平成29年 4月 1日
     ープガーデンビル （か薬）第113号           平成28年 5月 1日
     0776-33-5277  (0776-33-5287) （在薬）第231号           平成17年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3701-42077 森田アルプ薬局 〒910-0143 （調基１）第147号         平成28年 4月 1日
     福井市下森田新町１４－２６ （在薬）第244号           平成17年12月26日
     0776-56-4773  (0776-56-4774)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3801-42085 クスリのアオキ花堂薬〒918-8013 （調基１）第137号         平成28年 4月 1日
     局 福井市花堂東１丁目１７番３号 （後発調１）第293号       平成28年10月 1日
     0776-32-6152  (0776-32-6153) （在薬）第242号           平成17年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3901-42093 ベル薬局 〒918-8015 （調基１）第28号          平成28年 4月 1日
     福井市花堂南２－１６－１ショッ （後発調１）第192号       平成28年 4月 1日
     ピングシティベル　１階
     0776-34-2333  (0776-33-8034)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[福井県]
全医療機関出力
[平成29年 6月28日現在　薬局] 平成29年 6月28日    5

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   4001-42101 松崎薬局　清水町店 〒910-3634 （調基１）第73号          平成28年 4月 1日
     福井市大森町６２－７－１ （後発調２）第202号       平成29年 2月 1日
     0776-98-4640  (0776-98-4466) （在調）第5号             平成24年 4月 1日
     （か薬）第21号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第137号           平成 9年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4101-42119 エンゼル調剤薬局　本〒918-8236 （調基２）第6号           平成28年 4月 1日
     店 福井市和田中３丁目１１１ （後発調１）第194号       平成28年 4月 1日
     0776-22-0093  (0776-22-3193) （薬菌）第4号             平成24年12月 1日
     （在調）第14号            平成24年12月 1日
     （か薬）第114号           平成28年 5月 1日
     （在薬）第246号           平成18年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4201-42135 南山堂薬局　福井本店〒918-8236 （調基１）第196号         平成28年 4月 1日
     福井市和田中３丁目１０７ （調）第10号              平成28年 4月 1日
     0776-30-1855  (0776-30-1655) （後発調２）第73号        平成28年 4月 1日
     （在調）第66号            平成28年12月 1日
     （か薬）第34号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第248号           平成18年 3月16日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4301-42168 ヨシエ調剤薬局 〒910-0846 （調基１）第27号          平成28年 4月 1日
     福井市四ツ井２－１１－５ （後発調１）第317号       平成29年 3月 1日
     0776-53-3560  (0776-53-3645) （か薬）第170号           平成29年 5月 1日
     （在薬）第260号           平成18年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4401-42192 ひまわり調剤薬局　北〒918-8205 （調基１）第36号          平成28年 4月 1日
     四ツ居店 福井市北四ツ居２丁目１８番２１ （後発調１）第313号       平成29年 2月 1日
     号 （か薬）第22号            平成28年 4月 1日
     0776-52-5289  (0776-52-5279) （在薬）第266号           平成19年 4月 2日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4501-42200 エンゼル調剤薬局　宝〒910-0004 （調基１）第67号          平成28年 4月 1日
     永店 福井市宝永４－１３－１２ （調）第11号              平成28年 4月 1日
     0776-74-0093  (0776-26-1797) （後発調１）第304号       平成28年12月 1日
     （薬菌）第8号             平成26年 4月 1日
     （在調）第45号            平成27年11月 1日
     （か薬）第35号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第269号           平成19年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4601-42218 木田らいふ薬局 〒918-8105 （調基１）第197号         平成28年 4月 1日
     福井市木田３－２４０２ （調）第49号              平成28年 5月 1日
     0776-35-1489  (0776-35-1489) （後発調２）第40号        平成28年 4月 1日
     （薬菌）第3号             平成23年 7月 1日
     （在調）第7号             平成24年 4月 1日
     （か薬）第99号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第270号           平成19年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[福井県]
全医療機関出力
[平成29年 6月28日現在　薬局] 平成29年 6月28日    6

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   4701-42234 有限会社　安久薬局　〒910-0004 （調基１）第128号         平成28年 4月 1日
     宝永店 福井市宝永３丁目１０－７ （在薬）第275号           平成19年 9月 1日
     0776-22-5592  (0776-22-0002)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4801-42242 Ｖ・ｄｒｕｇ　大島薬〒918-8018 （調基１）第86号          平成28年 4月 1日
     局 福井市大島町柳１０１－４ （後発調２）第188号       平成28年11月 1日
     0776-34-1060  (0776-34-1061) （在薬）第307号           平成22年 1月25日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4901-42259 南山堂薬局　米松店 〒918-8205 （調基１）第255号         平成29年 4月 1日
     福井市北四ツ居１－２－３９ （後発調２）第7号         平成28年 4月 1日
     0776-60-0022  (0776-60-0023) （在調）第61号            平成28年 8月 1日
     （在薬）第280号           平成20年 3月27日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5001-42267 岩並薬局 〒918-8026 （調基１）第95号          平成28年 4月 1日
     福井市渕２丁目８２０　塚谷ビル （後発調２）第149号       平成28年 6月 1日
     Ｄ－１号 （在薬）第294号           平成21年 5月20日
     0776-33-1873  (0776-33-1871)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5101-42275 アイン薬局四ツ居店 〒918-8205 （調基１）第198号         平成28年 4月 1日
     福井市北四ツ居２丁目１８番３３ （調）第45号              平成28年 4月 1日
     号 （後発調１）第281号       平成28年 8月 1日
     0776-57-1720  (0776-57-1721) （在調）第54号            平成28年 3月 1日
     （か薬）第108号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第293号           平成21年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5201-42283 大和田ファーマライズ〒910-0837 （調基１）第155号         平成28年 4月 1日
     薬局 福井市高柳２－１３０１レインボ （在調）第68号            平成29年 1月 1日
     ービル１Ｆ （在薬）第296号           平成21年 6月 1日
     0776-57-7645  (0776-57-7646)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5301-42291 かみもりた調剤薬局 〒910-0142 （調基３）第9号           平成28年 4月 1日
     福井市上森田１丁目４０３－２ （後発調２）第166号       平成28年 8月 1日
     0776-56-3700  (0776-56-3760) （か薬）第127号           平成28年 6月 1日
     （在薬）第300号           平成21年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5401-42309 クスリのアオキ米松薬〒910-0851 （調基１）第131号         平成28年 4月 1日
     局 福井市米松２丁目４番１２号 （後発調１）第295号       平成28年11月 1日
     0776-52-7611  (0776-52-7612) （在薬）第301号           平成21年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5501-42317 あおば薬局　高木店 〒910-0804 （調基１）第199号         平成28年 4月 1日
     福井市高木中央３丁目８０２番地 （調）第55号              平成28年 8月 1日
     0776-52-0410  (0776-52-8780) （後発調２）第195号       平成28年12月 1日
     （か薬）第134号           平成28年 7月 1日
     （在薬）第424号           平成28年 3月28日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[福井県]
全医療機関出力
[平成29年 6月28日現在　薬局] 平成29年 6月28日    7

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   5601-42325 まりん調剤薬局 〒910-0846 （調基１）第179号         平成28年 4月 1日
     福井市四ツ井１丁目１７－１２ （調）第53号              平成28年 7月 1日
     0776-57-1213  (0776-57-1214) （後発調１）第254号       平成28年 5月 1日
     （か薬）第115号           平成28年 5月 1日
     （在薬）第305号           平成22年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5701-42333 クオール薬局　大東店〒918-8202 （調基３）第19号          平成28年 4月 1日
     福井市大東１－５－１ （後発調１）第309号       平成29年 1月 1日
     0776-52-6366  (0776-52-6367) （か薬）第160号           平成28年12月 1日
     （在薬）第308号           平成22年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5801-42358 クスリのアオキ新鮮館〒910-0069 （調基１）第133号         平成28年 4月 1日
     灯明寺薬局 福井市舟橋黒竜１丁目１１０番地 （在薬）第311号           平成22年 4月 5日
     0776-27-0541  (0776-27-0542)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5901-42366 南山堂薬局　松本店 〒910-0003 （調基１）第200号         平成28年 4月 1日
     福井市松本４丁目５２３ （調）第62号              平成28年10月 1日
     0776-97-6117  (0776-97-6118) （後発調２）第197号       平成29年 1月 1日
     （在調）第67号            平成28年12月 1日
     （か薬）第100号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第310号           平成22年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6001-42382 さくら薬局　福井米松〒910-0846 （調基１）第112号         平成28年 4月 1日
     店 福井市四ツ井２－１１－１６ （後発調２）第198号       平成29年 1月 1日
     0776-57-0505  (0776-57-0508) （か薬）第171号           平成29年 5月 1日
     （在薬）第315号           平成22年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6101-42408 協和調剤薬局 〒918-8104 （調基１）第48号          平成28年 4月 1日
     福井市板垣４丁目１０１番地 （後発調２）第19号        平成28年 4月 1日
     0776-63-6010  (0776-63-6110) （か薬）第165号           平成29年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6201-42424 クスリのアオキ南四ツ〒918-8204 （調基１）第132号         平成28年 4月 1日
     居薬局 福井市南四ツ居１丁目３番１３号 （在薬）第322号           平成22年11月 1日
     0776-52-3801  (0776-52-3712)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6301-42432 株式会社　イトウ薬局〒910-0157 （調基１）第116号         平成28年 4月 1日
     　森田店 福井市八重巻東町７－８ （後発調１）第228号       平成28年 4月 1日
     0776-56-2148  (0776-56-3212) （在薬）第323号           平成22年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6401-42440 羽水らいふ薬局 〒918-8105 （調基３）第13号          平成28年 4月 1日
     福井市木田３丁目２８０３番地 （後発調１）第235号       平成28年 4月 1日
     0776-35-3550  (0776-35-3559) （在調）第16号            平成24年12月 1日
     （か薬）第40号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第325号           平成23年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[福井県]
全医療機関出力
[平成29年 6月28日現在　薬局] 平成29年 6月28日    8

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   6501-42457 すまいる調剤薬局　四〒910-0846 （調基１）第17号          平成28年 4月 1日
     ツ井店 福井市四ツ井１－２２－２１ （在薬）第331号           平成23年 5月23日
     0776-63-6350  (0776-63-6155)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6601-42465 株式会社薬報堂　調剤〒910-0017 （調基１）第92号          平成28年 4月 1日
     薬局ふじ 福井市文京５丁目１２－８　稲木 （調）第75号              平成29年 6月 1日
     マンション１Ｆ （か薬）第179号           平成29年 6月 1日
     0776-25-6105  (0776-25-6106) （在薬）第336号           平成23年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6701-42481 ヤナギヤ薬局 〒910-0857 （調基１）第24号          平成28年 4月 1日
     福井市豊島２－１－１エル・ブラ
     ン１Ｆ
     0776-22-0781  (0776-22-0772)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6801-42507 なごみ薬局　和田店 〒918-8237 （調基１）第46号          平成28年 4月 1日
     福井市和田東２－２２１７ （調）第2号               平成28年 4月 1日
     0776-24-7500  (0776-24-7502) （後発調１）第323号       平成29年 4月 1日
     （在調）第55号            平成28年 4月 1日
     （か薬）第24号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第343号           平成24年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6901-42515 ポプラ調剤薬局 〒910-0003 （調基１）第42号          平成28年 4月 1日
     福井市松本４丁目３番７号 （後発調１）第33号        平成28年 4月 1日
     0776-89-1762  (0776-89-1763)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7001-42549 桜町アルプ薬局 〒910-0146 （調基１）第149号         平成28年 4月 1日
     福井市下森田桜町６－１２番地 （在薬）第354号           平成24年 9月 1日
     0776-89-1591  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7101-42556 ポプラ調剤薬局　美山〒910-2222 （調基１）第40号          平成28年 4月 1日
     店 福井市市波町第２４号１３番地 （後発調２）第20号        平成28年 4月 1日
     0776-96-7015  (0776-96-7016) （か薬）第131号           平成28年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7201-42564 すまいる調剤薬局　若〒918-8055 （調基１）第16号          平成28年 4月 1日
     杉店 福井市若杉４－６１０ （後発調１）第184号       平成28年 4月 1日
     0776-34-6350  (0776-34-6455) （在薬）第394号           平成26年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7301-42572 そうごう薬局　福井社〒918-8057 （調基３）第14号          平成28年 4月 1日
     店 福井市加茂河原３丁目２番１６号 （後発調１）第282号       平成28年 8月 1日
     0776-35-1501  (0776-35-1502) （か薬）第101号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第357号           平成24年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7401-42580 クスリのアオキ森田薬〒910-0122 （調基１）第130号         平成28年 4月 1日
     局 福井市石盛町１８－１２ （後発調２）第179号       平成28年10月 1日
     0776-56-4818  (0776-56-4827) （在薬）第364号           平成25年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[福井県]
全医療機関出力
[平成29年 6月28日現在　薬局] 平成29年 6月28日    9

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   7501-42598 ともやま薬局 〒910-0805 （調基１）第55号          平成28年 4月 1日
     福井市高木２丁目７０１－２０
     0776-53-0356  (0776-53-0356)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7601-42606 まりん調剤薬局　花堂〒918-8014 （調基１）第180号         平成28年 4月 1日
     店 福井市花堂中２丁目２７番２５号 （後発調１）第319号       平成29年 3月 1日
     0776-33-3266  (0776-33-3267) （か薬）第180号           平成29年 6月 1日
     （在薬）第371号           平成25年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7701-42614 かつき薬局 〒918-8181 （調基１）第51号          平成28年 4月 1日
     福井市浅水町１０３－３６－１ （後発調１）第272号       平成28年 7月 1日
     0776-38-4220  (0776-38-4222) （在薬）第368号           平成25年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7801-42622 あそうづ薬局 〒918-8181 （調基１）第52号          平成28年 4月 1日
     福井市浅水町１２８－４５ （調）第38号              平成28年 4月 1日
     0776-38-3011  (0776-38-3022) （後発調２）第44号        平成28年 4月 1日
     （か薬）第102号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第373号           平成25年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7901-42630 クスリのアオキ文京薬〒910-0017 （調基１）第134号         平成28年 4月 1日
     局 福井市文京６丁目３番３号 （在薬）第374号           平成25年11月 1日
     0776-21-0812  (0776-21-1911)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8001-42648 全快堂薬局　中藤店 〒910-0837 （調基１）第80号          平成28年 4月 1日
     福井市高柳３丁目３２０５ （調）第59号              平成28年 9月 1日
     0776-63-5691  (0776-63-5692) （後発調１）第208号       平成28年 4月 1日
     （薬菌）第20号            平成27年 2月 1日
     （在調）第37号            平成26年11月 1日
     （か薬）第44号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第375号           平成25年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8101-42655 全快堂薬局　下六条店〒918-8135 （調基３）第4号           平成28年 4月 1日
     福井市下六条町２１４ （後発調１）第206号       平成28年 4月 1日
     0776-41-8581  (0776-41-8582) （在調）第51号            平成28年 2月 1日
     （か薬）第45号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第376号           平成25年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8201-42689 ファーマみらい全快堂〒910-0064 （調基１）第75号          平成28年 4月 1日
     薬局新田塚店 福井市新田塚町７２１ （調）第14号              平成28年 4月 1日
     0776-97-9081  (0776-97-9082) （後発調２）第59号        平成28年 4月 1日
     （在調）第41号            平成27年 5月 1日
     （か薬）第47号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第389号           平成26年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[福井県]
全医療機関出力
[平成29年 6月28日現在　薬局] 平成29年 6月28日   10

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   8301-42697 ファーマみらい全快堂〒910-0015 （調基１）第78号          平成28年 4月 1日
     薬局二の宮店 福井市二の宮４丁目８－２４ （後発調１）第318号       平成29年 3月 1日
     0776-43-9401  (0765-32-5472) （在調）第46号            平成27年11月 1日
     （在薬）第390号           平成26年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8401-42705 なゆた薬局大願寺店 〒910-0001 （調基１）第187号         平成28年 4月 1日
     福井市大願寺３丁目９－２５ （後発調２）第152号       平成28年 6月 1日
     0776-21-8915  (0776-21-8916) （在薬）第391号           平成26年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8501-42713 エンゼル調剤薬局　日〒910-0029 （調基１）第64号          平成28年 4月 1日
     光店 福井市日光１丁目３－２ （調）第76号              平成29年 6月 1日
     0776-23-0093  (0776-23-0094) （薬菌）第16号            平成26年 4月 1日
     （か薬）第181号           平成29年 6月 1日
     （在薬）第395号           平成26年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8601-42739 そうごう薬局　江守中〒918-8025 （調基１）第260号         平成29年 4月 1日
     店 福井市江守中１丁目１７１４－１ （後発調２）第167号       平成28年 8月 1日
     0776-43-1201  (0776-43-1202) （か薬）第49号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第400号           平成26年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8701-42747 有限会社　安久薬局　〒910-0005 （調基１）第125号         平成28年 4月 1日
     大手店 福井市大手２丁目１５－１３ホワ （調）第16号              平成28年 4月 1日
     イトビル大手１階 （後発調１）第223号       平成28年 4月 1日
     0776-97-5240  (0776-97-5250) （在調）第71号            平成29年 3月 1日
     （か薬）第50号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第409号           平成27年 2月 2日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8801-42762 長信堂薬局　大安寺店〒910-0041 （調基１）第12号          平成28年 4月 1日
     福井市天菅生町７－３６－４ （後発調１）第177号       平成28年 4月 1日
     0776-59-1275  (0776-59-1276) （か薬）第116号           平成28年 5月 1日
     （在薬）第423号           平成28年 3月16日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8901-42770 松下薬局本店 〒910-0023
     福井市順化１－１２－１８
     0776-22-1682  (0776-27-7002)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9001-42788 さくら薬局　福井県立〒910-0851 （調基１）第115号         平成28年 4月 1日
     病院前店 福井市米松２－６－１１　金子ビ （後発調２）第180号       平成28年10月 1日
     ル１階 （在薬）第412号           平成27年 4月 1日
     0776-52-6808  (0776-52-6809)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9101-42796 クスリのアオキ舞屋薬〒918-8024 （調基１）第145号         平成28年 4月 1日
     局 福井市舞屋町６－５－２ （後発調１）第305号       平成28年12月 1日
     0776-32-5210  (0776-32-5211) （在薬）第414号           平成27年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[福井県]
全医療機関出力
[平成29年 6月28日現在　薬局] 平成29年 6月28日   11

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   9201-42804 みのり調剤薬局 〒918-8011 （調基１）第202号         平成28年 4月 1日
     福井市月見３－２－４３ （調）第57号              平成28年 8月 1日
     0776-33-7877  (0776-33-7898) （か薬）第111号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第415号           平成27年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9301-42812 ポプラ調剤薬局高木店〒910-0807 （調基１）第41号          平成28年 4月 1日
     福井市高木北１－４１０ （後発調２）第132号       平成28年 4月 1日
     0776-63-6972  (0776-63-6973)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9401-42838 なつめ薬局 〒910-0842 （調基１）第33号          平成28年 4月 1日
     福井市開発１－２０３ （後発調１）第193号       平成28年 4月 1日
     0776-54-8870  (0776-54-8871) （か薬）第151号           平成28年10月 1日
     （在薬）第417号           平成27年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9501-42846 おおみや薬局 〒910-0016 （調基１）第177号         平成28年 4月 1日
     福井市大宮２－２７－２３ （後発調２）第144号       平成28年 5月 1日
     0776-43-0794  (0776-43-0795) （か薬）第166号           平成29年 3月 1日
     （在薬）第418号           平成27年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9601-42853 ハマノ薬局　運動公園〒918-8046 （調基１）第105号         平成28年 4月 1日
     店 福井市運動公園４－１６１９
     0776-36-7862  (0776-36-6405)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9701-42861 みどり薬局 〒910-0026 （調基１）第261号         平成29年 4月 1日
     福井市光陽３－４－１２ （調）第71号              平成29年 4月 1日
     0776-25-7732  (0776-25-7751) （後発調２）第133号       平成28年 4月 1日
     （薬菌）第22号            平成28年 2月 1日
     （在調）第52号            平成28年 2月 1日
     （か薬）第51号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第421号           平成28年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9801-42879 調剤薬局　薬報堂　町〒910-0002 （調基１）第91号          平成28年 4月 1日
     屋店 福井市町屋２－５－１０ （後発調２）第158号       平成28年 7月 1日
     0776-97-8354  (0776-97-8358) （か薬）第176号           平成29年 6月 1日
     （在薬）第426号           平成28年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9901-42887 ほほえみ薬局 〒918-8025 （調基１）第244号         平成28年 6月 1日
     福井市江守中１－１００１ （後発調１）第296号       平成28年11月 1日
     0776-97-8650  (0776-97-8652) （在薬）第430号           平成28年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10001-42895 あおば薬局田原町店 〒910-0017 （調基１）第246号         平成28年 8月29日
     福井市文京２丁目１－１０ （在薬）第432号           平成28年 8月29日
     0776-89-1902  (0776-89-1903)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[福井県]
全医療機関出力
[平成29年 6月28日現在　薬局] 平成29年 6月28日   12

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  10101-42911 アイセイ薬局舟橋新町〒910-0068 （調基３）第23号          平成28年10月 1日
     店 福井市舟橋新２丁目１２５ （後発調１）第294号       平成28年10月 1日
     0776-26-5252  (0776-26-5561) （か薬）第154号           平成28年10月 1日
     （在薬）第434号           平成28年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10201-42929 角神谷薬局 〒910-0003 （調基１）第264号         平成29年 4月 1日
     福井市松本２－２－１ （後発調１）第328号       平成29年 4月 1日
     0776-23-2004  (0776-21-0734)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10302-40152 株式会社　ツルガ薬局〒914-0054 （調基１）第20号          平成28年 4月 1日
     敦賀市白銀町７－１７ （後発調２）第14号        平成28年 4月 1日
     0770-22-0206  (0770-21-1070) （か薬）第1号             平成28年 4月 1日
     （在薬）第70号            平成 6年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10402-40210 つるが調剤 〒914-0058 （調基１）第157号         平成28年 4月 1日
     敦賀市三島町１丁目５－２５ （後発調２）第139号       平成28年 4月 1日
     0770-22-4193  (0770-22-9656)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10502-40236 丸山薬局 〒914-0051 （調基１）第63号          平成28年 4月 1日
     敦賀市本町１－８－１７ （後発調１）第280号       平成28年 8月 1日
     0770-22-0978  （在薬）第73号            平成 6年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10602-40251 カドノ薬局　中央店 〒914-0811 （調基１）第8号           平成28年 4月 1日
     敦賀市中央町１丁目９－４ （調）第17号              平成28年 4月 1日
     0770-22-5799  (0770-25-4620) （後発調１）第107号       平成28年 4月 1日
     （か薬）第52号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第74号            平成 6年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10702-40269 カドノ薬局　木崎店 〒914-0814 （調基１）第6号           平成28年 4月 1日
     敦賀市木崎１９－１２－１ （後発調１）第108号       平成28年 4月 1日
     0770-21-0909  (0770-21-0908) （か薬）第53号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第75号            平成 6年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10802-40301 シロサキ調剤薬局 〒914-0124 （調基１）第93号          平成28年 4月 1日
     敦賀市市野々１丁目１３－１ （在薬）第77号            平成 8年 1月16日
     0770-22-0046  (0770-22-0069)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10902-40319 げんき堂薬局 〒914-0122 （調基１）第192号         平成28年 4月 1日
     敦賀市新和町１－１４－１ （在薬）第78号            平成 8年 8月 8日
     0770-22-8585  (0770-22-4741)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11002-40327 株式会社　ツルガ薬局〒914-0124 （調基１）第19号          平成28年 4月 1日
     　市野々店 敦賀市市野々町１丁目７８ （か薬）第177号           平成29年 6月 1日
     0770-25-0708  (0770-25-0690) （在薬）第197号           平成15年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[福井県]
全医療機関出力
[平成29年 6月28日現在　薬局] 平成29年 6月28日   13

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  11102-40343 あい調剤薬局　敦賀店〒914-0064 （調基１）第203号         平成28年 4月 1日
     敦賀市結城町１７－９ （調）第19号              平成28年 4月 1日
     0770-20-5001  (0770-20-5000) （後発調２）第161号       平成28年 8月 1日
     （薬菌）第25号            平成28年 4月 1日
     （在調）第56号            平成28年 4月 1日
     （か薬）第54号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第192号           平成15年 3月20日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11202-40350 有限会社　井上調剤薬〒914-0064 （調基１）第37号          平成28年 4月 1日
     局 敦賀市結城町１７番８号 （調）第3号               平成28年 4月 1日
     0770-20-1193  (0770-20-1194) （後発調１）第185号       平成28年 4月 1日
     （後発調２）第159号       平成28年 7月 1日
     （薬菌）第18号            平成26年 8月 1日
     （在調）第8号             平成24年 4月 1日
     （か薬）第25号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第199号           平成15年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11302-40376 カドノ薬局　市立病院〒914-0064 （調基１）第7号           平成28年 4月 1日
     前店 敦賀市結城町１７－７ （調）第20号              平成28年 4月 1日
     0770-22-0880  (0770-22-4489) （後発調２）第153号       平成28年 7月 1日
     （薬菌）第24号            平成28年 3月 1日
     （在調）第60号            平成28年 7月 1日
     （か薬）第55号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第194号           平成15年 3月25日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11402-40384 日本調剤　三島町薬局〒914-0058 （調基１）第89号          平成28年 4月 1日
     敦賀市三島町１丁目５－１６－２ （調）第44号              平成28年 4月 1日
     0770-21-3708  (0770-21-3707) （後発調２）第22号        平成28年 4月 1日
     （在調）第35号            平成26年 6月 1日
     （か薬）第60号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第195号           平成15年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11502-40392 泉ヶ丘調剤薬局 〒914-0028 （調基１）第124号         平成28年 4月 1日
     敦賀市中８１号岩ヶ鼻１－２３ （後発調１）第320号       平成29年 4月 1日
     0770-20-0311  (0770-20-0312) （か薬）第167号           平成29年 3月 1日
     （在薬）第209号           平成15年12月15日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11602-40400 みなみ調剤薬局 〒914-0146 （調基１）第102号         平成28年 4月 1日
     敦賀市金山５８－１５－１ （後発調２）第145号       平成28年 5月 1日
     0770-25-8910  (0770-25-8834) （か薬）第135号           平成28年 7月 1日
     （在薬）第360号           平成24年12月11日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11702-40418 有限会社　エーワン薬〒914-0124 （調基１）第56号          平成28年 4月 1日
     局 敦賀市御名５３－３５－１ （調）第21号              平成28年 4月 1日
     0770-21-5533  (0770-21-5532) （か薬）第3号             平成28年 4月 1日
     （在薬）第256号           平成18年 6月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[福井県]
全医療機関出力
[平成29年 6月28日現在　薬局] 平成29年 6月28日   14

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  11802-40434 株式会社　クララ調剤〒914-0121 （調基１）第225号         平成28年 4月 1日
     薬局　野神店 敦賀市野神４０－２５８－４ （後発調２）第186号       平成28年11月 1日
     0770-21-6801  (0770-21-6800) （か薬）第117号           平成28年 5月 1日
     （在薬）第332号           平成23年 7月 5日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11902-40475 みなみ薬局　金山店 〒914-0146 （調基１）第100号         平成28年 4月 1日
     敦賀市金山７６－１－１ （後発調２）第137号       平成28年 4月 1日
     0770-47-5102  (0770-47-5103) （か薬）第4号             平成28年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12002-40483 南山堂薬局　吉河店 〒914-0024 （調基１）第226号         平成28年 4月 1日
     敦賀市吉河４１号向出１番２２ （調）第41号              平成28年 4月 1日
     0770-22-7715  (0770-22-7755) （後発調２）第146号       平成28年 5月 1日
     （在調）第62号            平成28年 9月 1日
     （か薬）第104号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第326号           平成23年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12102-40491 まりん調剤薬局　櫛林〒914-0138 （調基１）第181号         平成28年 4月 1日
     店 敦賀市櫛林９－７－１ （後発調１）第332号       平成29年 6月 1日
     0770-22-3313  (0770-22-3314) （か薬）第159号           平成28年12月 1日
     （在薬）第349号           平成24年 7月 6日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12202-40509 クオール薬局敦賀店 〒914-0132 （調基３）第25号          平成29年 5月 1日
     敦賀市御名５３－１４－８ （後発調２）第38号        平成28年 4月 1日
     0770-20-1189  (0770-20-1190) （在調）第49号            平成28年 1月 1日
     （か薬）第56号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第355号           平成24年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12302-40517 阪神調剤薬局　敦賀店〒914-0052 （調基１）第119号         平成28年 4月 1日
     敦賀市清水町１丁目２４番１０号 （後発調２）第32号        平成28年 4月 1日
     0770-22-6077  (0770-22-6078) （か薬）第122号           平成28年 6月 1日
     （在薬）第359号           平成24年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12402-40525 株式会社　ツルガ薬局〒914-0801 （調基１）第21号          平成28年 4月 1日
     　松原店 敦賀市松島町２９－１６ （後発調２）第168号       平成28年 8月 1日
     0770-22-8515  (0770-22-8520) （か薬）第5号             平成28年 4月 1日
     （在薬）第388号           平成26年 3月 6日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12502-40533 スマイル薬局中央店 〒914-0811 （調基１）第205号         平成28年 4月 1日
     敦賀市中央町２丁目１６番３号 （在薬）第392号           平成26年 4月 1日
     0770-47-6960  (0770-47-6961)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12602-40541 あわの薬局 〒914-0123 （調基１）第204号         平成28年 4月 1日
     敦賀市和久野１４号１３番５ （後発調２）第134号       平成28年 4月 1日
     0770-25-2082  (0770-25-2645) （薬菌）第23号            平成28年 2月 1日
     （在調）第53号            平成28年 2月 1日
     （か薬）第110号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第422号           平成28年 2月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[福井県]
全医療機関出力
[平成29年 6月28日現在　薬局] 平成29年 6月28日   15

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  12702-40558 泉ヶ丘薬局　駅前店 〒914-0055 （調基１）第123号         平成28年 4月 1日
     敦賀市鉄輪町１丁目６－２１ （在薬）第425号           平成28年 4月 1日
     0770-47-5517  (0770-47-5519)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12802-40566 クスリのアオキ敦賀南〒914-0125 （調基１）第245号         平成28年 7月25日
     薬局 敦賀市若葉町２丁目７０５番 （後発調２）第181号       平成28年10月 1日
     0770-25-8611  (0770-25-8612) （在薬）第431号           平成28年 7月25日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12902-40574 クスリのアオキ木崎薬〒914-0814 （調基１）第247号         平成28年10月 1日
     局 敦賀市木崎２４号１３番地１ （後発調２）第204号       平成29年 2月 1日
     0770-47-6280  (0770-47-6281) （在薬）第433号           平成28年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13002-40582 スギ薬局　敦賀 林店〒914-0138 （調基１）第254号         平成29年 3月 1日
     敦賀市 林９号９番地の１ （後発調２）第217号       平成29年 6月 1日
     0770-47-5230  (0770-47-5231) （在薬）第439号           平成29年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13103-40051 有限会社　武生薬局 〒915-0068 （調基１）第186号         平成28年 4月 1日
     越前市天王町３－２５ （在薬）第80号            平成 6年10月 1日
     0778-22-0662  (0778-22-6199)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13203-40184 千葉美康堂薬局 〒915-0826 （調基１）第9号           平成28年 4月 1日
     越前市御幸町１４－１ （後発調２）第15号        平成28年 4月 1日
     0778-24-3370  (0778-21-3370) （在薬）第84号            平成 6年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13303-40234 有限会社　加藤薬局 〒915-0071 （調基１）第38号          平成28年 4月 1日
     越前市府中２－７－１７ （後発調２）第150号       平成28年 6月 1日
     0778-22-0589  (0778-22-9618) （在薬）第87号            平成 6年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13403-40242 正通瑞香堂薬局 〒915-0825 （調基１）第121号         平成28年 4月 1日
     越前市南３－５－４ （後発調１）第73号        平成28年 4月 1日
     0778-24-0826  (0778-23-4678) （在薬）第88号            平成 6年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13503-40267 ココロ薬局 〒915-0832 （調基１）第169号         平成28年 4月 1日
     越前市高瀬１－２０－２１ （後発調１）第38号        平成28年 4月 1日
     0778-21-3147  (0778-21-3048) （在薬）第90号            平成 6年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13603-40291 賀川薬局 〒915-0066 （調基１）第109号         平成28年 4月 1日
     越前市神明町２－２６ （在薬）第93号            平成 6年12月27日
     0778-22-0356  (0778-22-0570)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13703-40309 ツルカメ薬局 〒915-0071 （調基１）第191号         平成28年 4月 1日
     越前市府中１－６－１４ （在薬）第94号            平成 7年 1月30日
     0778-22-0048  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13803-40358 ドレミ調剤薬局 〒915-0051 （調基１）第84号          平成28年 4月 1日
     越前市帆山町９－２２－４ （後発調２）第196号       平成29年 1月 1日
     0778-21-5577  (0778-21-5522)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[福井県]
全医療機関出力
[平成29年 6月28日現在　薬局] 平成29年 6月28日   16

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  13903-40382 なのはな薬局 〒915-0092 （調基１）第227号         平成28年 4月 1日
     越前市塚町１２－１－１ （調）第39号              平成28年 4月 1日
     0778-21-5599  (0778-21-5544) （後発調２）第177号       平成28年 9月 1日
     （か薬）第71号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第185号           平成14年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14003-40390 丹南センター薬局 〒915-0094 （調基１）第228号         平成28年 4月 1日
     越前市横市町７－１－２ （調）第31号              平成28年 4月 1日
     0778-21-3377  (0778-21-3459) （後発調２）第218号       平成29年 6月 1日
     （薬菌）第26号            平成28年 4月 1日
     （か薬）第61号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第149号           平成10年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14103-40440 有限会社　ツルカメ調〒915-0071 （調基１）第190号         平成28年 4月 1日
     剤薬局 越前市府中１－７－１３ （調）第77号              平成29年 6月 1日
     0778-22-4820  (0778-22-6888) （後発調２）第178号       平成28年 9月 1日
     （か薬）第145号           平成28年 9月 1日
     （在薬）第226号           平成16年12月10日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14203-40457 エンゼル調剤薬局　武〒915-0071 （調基１）第69号          平成28年 4月 1日
     生店 越前市府中１－６－３０ （調）第68号              平成29年 2月 1日
     0778-22-5193  (0778-22-6193) （後発調１）第277号       平成28年 7月 1日
     （薬菌）第10号            平成26年 4月 1日
     （在調）第72号            平成29年 3月 1日
     （か薬）第141号           平成28年 8月 1日
     （在薬）第227号           平成16年12月14日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14303-40465 セムイ調剤薬局 〒915-0094 （調基２）第10号          平成28年 4月 1日
     越前市横市町１６－１－１ （後発調２）第23号        平成28年 4月 1日
     0778-22-1517  (0778-22-1719) （在調）第9号             平成24年 4月 1日
     （か薬）第72号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第225号           平成17年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14403-40473 ウシオ薬局　武生店 〒915-0071 （調基１）第97号          平成28年 4月 1日
     越前市府中１－４－１３ （後発調１）第288号       平成28年 9月 1日
     0778-21-3052  (0778-21-3052) （在薬）第230号           平成17年 1月13日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14503-40507 正通薬局　府中店 〒915-0071 （調基１）第122号         平成28年 4月 1日
     越前市府中２－３－２３武生ハイ
     ツビル　１階
     0778-24-1670  (0778-24-1670)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[福井県]
全医療機関出力
[平成29年 6月28日現在　薬局] 平成29年 6月28日   17

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  14603-40531 今立らいふ薬局 〒915-0242 （調基１）第206号         平成28年 4月 1日
     越前市粟田部町２９－３２－１ （調）第22号              平成28年 4月 1日
     0778-42-3301  (0778-42-3302) （後発調１）第255号       平成28年 5月 1日
     （在調）第33号            平成26年 6月 1日
     （か薬）第58号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第272号           平成19年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14703-40564 加藤薬局　芝原店 〒915-0805 （調基１）第39号          平成28年 4月 1日
     越前市芝原５－１１－２ （後発調１）第27号        平成28年 4月 1日
     0778-25-1193  (0778-25-1210) （か薬）第7号             平成28年 4月 1日
     （在薬）第287号           平成20年 9月12日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14803-40598 さくら薬局　越前平出〒915-0803 （調基１）第113号         平成28年 4月 1日
     店 越前市平出一丁目１２番２８号 （調）第69号              平成29年 3月 1日
     0778-22-3260  (0778-22-3261) （後発調２）第191号       平成28年11月 1日
     （在調）第40号            平成27年 3月 1日
     （か薬）第161号           平成29年 2月 1日
     （在薬）第312号           平成22年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14903-40622 アイン薬局越前高瀬店〒915-0832 （調基１）第207号         平成28年 4月 1日
     越前市高瀬１丁目３１番１５号 （調）第46号              平成28年 4月 1日
     0778-23-2003  (0778-23-2013) （か薬）第109号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第318号           平成22年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15003-40630 内藤薬局 〒915-0811 （調基１）第10号          平成28年 4月 1日
     越前市本多２丁目１０－２４ （後発調１）第260号       平成28年 6月 1日
     0778-22-1531  (0778-22-8831)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15103-40648 すみれ薬局 〒915-0847 （調基１）第1号           平成28年 4月 1日
     越前市東千福町２３－１７ （後発調１）第96号        平成28年 4月 1日
     0778-42-8033  (0778-42-8033) （か薬）第8号             平成28年 4月 1日
     （在薬）第324号           平成22年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15203-40655 くるみ薬局 〒915-0082 （調基１）第193号         平成28年 4月 1日
     越前市国高２丁目２７８番地 （か薬）第9号             平成28年 4月 1日
     0778-42-7245  (0778-42-7246)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15303-40663 株式会社クララ調剤薬〒915-0067 （調基１）第229号         平成28年 4月 1日
     局　住吉店 越前市住吉町９－１９ （後発調２）第33号        平成28年 4月 1日
     0778-23-0012  (0778-23-0011) （か薬）第137号           平成28年 8月 1日
     （在薬）第333号           平成23年 7月 5日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15403-40697 テラダ調剤薬局 〒915-0811 （調基２）第7号           平成28年 4月 1日
     越前市本多１丁目３番９号 （後発調２）第151号       平成28年 6月 1日
     0778-42-8230  (0778-42-8233) （在薬）第338号           平成23年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[福井県]
全医療機関出力
[平成29年 6月28日現在　薬局] 平成29年 6月28日   18

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  15503-40705 徳永薬局 〒915-0012 （調基１）第49号          平成28年 4月 1日
     越前市清水頭町３－４０ （後発調２）第162号       平成28年 8月 1日
     0778-27-1274  (0778-27-1274)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15603-40713 有限会社武生薬局シピ〒915-0883 （調基１）第185号         平成28年 4月 1日
     ィ店 越前市新町７－８シピィ１Ｆ （在薬）第396号           平成26年 4月 1日
     0778-22-8223  (0778-22-1349)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15703-40721 そうごう薬局　越前店〒915-0861 （調基１）第208号         平成28年 4月 1日
     越前市今宿町２丁目３番１１号 （調）第37号              平成28年 4月 1日
     0778-21-0601  (0778-21-0602) （後発調１）第239号       平成28年 4月 1日
     （在調）第57号            平成28年 4月 1日
     （か薬）第105号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第356号           平成24年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15803-40739 そうごう薬局　武生南〒915-0842 （調基１）第209号         平成28年 4月 1日
     店 越前市常久町８－１－２ （調）第63号              平成28年10月 1日
     0778-22-0801  (0778-22-0802) （後発調１）第314号       平成29年 2月 1日
     （か薬）第130号           平成28年 6月 1日
     （在薬）第369号           平成25年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15903-40747 エーワン薬局越前庄町〒915-0093 （調基１）第57号          平成28年 4月 1日
     店 越前市庄町１－２ （後発調１）第291号       平成28年10月 1日
     0778-24-3335  (0778-24-3334)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16003-40754 全快堂薬局　今立店 〒915-0242 （調基１）第81号          平成28年 4月 1日
     越前市粟田部町３４－６－１ （調）第64号              平成28年11月 1日
     0778-43-8790  (0778-43-8791) （後発調２）第56号        平成28年 4月 1日
     （在調）第70号            平成29年 2月 1日
     （か薬）第149号           平成28年10月 1日
     （在薬）第379号           平成25年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16103-40762 エンゼル調剤薬局　武〒915-0882 （調基２）第2号           平成28年 4月 1日
     生西店 越前市上太田町４９－５－８ （薬菌）第11号            平成26年 4月 1日
     0778-22-0093  (0778-22-0293) （か薬）第182号           平成29年 6月 1日
     （在薬）第387号           平成26年 2月 4日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16203-40770 クスリのアオキ横市薬〒915-0094 （調基１）第136号         平成28年 4月 1日
     局 越前市横市町２７字尾寺１－１ （後発調１）第278号       平成28年 7月 1日
     0778-25-7017  (0778-25-7700) （在薬）第401号           平成26年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16303-40788 日本調剤　越前薬局 〒915-0822 （調基３）第7号           平成28年 4月 1日
     越前市元町６－５ （後発調２）第91号        平成28年 4月 1日
     0778-23-1711  (0778-23-1712) （在調）第44号            平成27年10月 1日
     （か薬）第107号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第404号           平成26年10月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[福井県]
全医療機関出力
[平成29年 6月28日現在　薬局] 平成29年 6月28日   19

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  16403-40796 南山堂薬局天王町店 〒915-0822 （調基１）第256号         平成29年 4月 1日
     越前市元町６丁目６ （後発調２）第192号       平成28年11月 1日
     0778-42-7830  （か薬）第62号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第406号           平成26年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16503-40804 クスリのアオキ平出薬〒915-0803 （調基１）第243号         平成28年 5月 1日
     局 越前市平出１丁目９－２５ （後発調１）第325号       平成29年 4月 1日
     0778-21-2531  (0778-21-2532) （在薬）第419号           平成28年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16603-40812 くじら薬局 〒915-0096 （調基１）第253号         平成29年 2月 1日
     越前市瓜生町２９字治郎丸４－１ （か薬）第162号           平成29年 1月 1日
     0778-24-5551  (0778-24-5501) （在薬）第436号           平成29年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16704-40075 有限会社　山下薬局 〒917-0064 （調基１）第210号         平成28年 4月 1日
     小浜市小浜竜田２４ （後発調１）第301号       平成28年12月 1日
     0770-52-0048  (0770-53-0048) （在薬）第97号            平成 6年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16804-40109 オバマ薬局 〒917-0075 （調基１）第26号          平成28年 4月 1日
     小浜市南川町１４－３５ （在薬）第441号           平成29年 5月30日
     0770-52-0105  (0770-52-7105)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16904-40158 フラワー薬局　小浜店〒917-0241 （調基１）第230号         平成28年 4月 1日
     小浜市遠敷９丁目１０３－５ （後発調１）第326号       平成29年 4月 1日
     0770-56-4193  (0770-56-4194) （か薬）第106号           平成28年 4月 1日
     （在薬）第202号           平成15年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17004-40166 たんぽぽ薬局　小浜店〒917-0077 （調基２）第5号           平成28年 4月 1日
     小浜市駅前町８－７ （後発調１）第231号       平成28年 4月 1日
     0770-52-8381  (0770-53-1282) （か薬）第136号           平成28年 7月 1日
     （在薬）第239号           平成17年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17104-40174 おおて薬局 〒917-0078 （調基１）第32号          平成28年 4月 1日
     小浜市大手町２－１７池田ビルデ （在薬）第237号           平成17年 9月20日
     ィング　１Ｆ
     0770-53-0711  (0770-53-0715)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17204-40190 日本調剤　小浜　薬局〒917-0078 （調基１）第88号          平成28年 4月 1日
     小浜市大手町２－１１ （調）第29号              平成28年 4月 1日
     0770-52-8351  (0770-52-7551) （後発調２）第24号        平成28年 4月 1日
     （在調）第42号            平成27年 5月 1日
     （か薬）第63号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第267号           平成19年 4月 2日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[福井県]
全医療機関出力
[平成29年 6月28日現在　薬局] 平成29年 6月28日   20

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  17304-40208 渋谷薬局 〒917-0353 （調基１）第62号          平成28年 4月 1日
     小浜市深野７－１２－２ （調）第4号               平成28年 4月 1日
     0770-59-0070  (0770-59-0071) （後発調２）第9号         平成28年 4月 1日
     （在調）第10号            平成24年 4月 1日
     （か薬）第10号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第276号           平成19年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17404-40232 なゆた薬局水取店 〒917-0093 （調基１）第189号         平成28年 4月 1日
     小浜市水取１－６－１２ （後発調２）第76号        平成28年 4月 1日
     0770-53-3689  (0770-53-3690) （在薬）第397号           平成26年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17504-40240 まつみ調剤薬局 〒917-0075 （調基１）第50号          平成28年 4月 1日
     小浜市南川町１２－１３ （後発調２）第84号        平成28年 4月 1日
     0770-52-3358  (0770-52-3368) （か薬）第11号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第407号           平成26年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17604-40257 ファーマみらい全快堂〒917-0077 （調基１）第250号         平成29年 1月 1日
     薬局小浜駅前店 小浜市駅前町６番３６号 （後発調２）第170号       平成28年 8月 1日
     0770-64-5592  (0770-64-5593) （か薬）第155号           平成28年11月 1日
     （在薬）第428号           平成28年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17705-40148 サイト薬局 〒912-0053 （調基１）第160号         平成28年 4月 1日
     大野市春日１丁目３－６ （後発調２）第97号        平成28年 4月 1日
     0779-66-2992  (0779-66-1622) （在薬）第143号           平成10年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17805-40171 山田薬局 〒912-0053 （調基１）第183号         平成28年 4月 1日
     大野市春日２丁目２－７ （後発調１）第60号        平成28年 4月 1日
     0779-65-3500  (0779-65-3678) （在薬）第146号           平成10年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17905-40197 五番イマムラ薬品　株〒912-0083 （調基１）第161号         平成28年 4月 1日
     式会社 大野市明倫町１０－１７ （後発調１）第217号       平成28年 4月 1日
     0779-65-2780  (0779-65-2781) （在薬）第104号           平成 6年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18005-40213 キムラ薬局 〒912-0082 （調基１）第159号         平成28年 4月 1日
     大野市大和町２－２３ （後発調１）第218号       平成28年 4月 1日
     0779-66-2246  (0779-65-5776) （在薬）第142号           平成10年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18105-40221 酒井漢方薬局 〒912-0081 （調基１）第162号         平成28年 4月 1日
     大野市元町６－１６ （在薬）第106号           平成 6年10月 1日
     0779-66-2817  (0779-66-1635)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18205-40239 三共薬局 〒912-0025 （調基１）第211号         平成28年 4月 1日
     大野市本町７－２ （後発調１）第63号        平成28年 4月 1日
     0779-66-2606  （在薬）第107号           平成 8年 1月25日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[福井県]
全医療機関出力
[平成29年 6月28日現在　薬局] 平成29年 6月28日   21

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  18305-40296 さくら薬局　越前大野〒912-0053 （調基１）第114号         平成28年 4月 1日
     店 大野市春日１丁目１１番１３号 （後発調２）第13号        平成28年 4月 1日
     0779-64-5161  (0779-64-5561) （か薬）第144号           平成28年 9月 1日
     （在薬）第329号           平成23年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18405-40304 南山堂陽明薬局 〒912-0022 （調基１）第212号         平成28年 4月 1日
     大野市陽明町２丁目１０２ （調）第40号              平成28年 4月 1日
     0779-64-5301  (0779-64-5302) （後発調２）第171号       平成28年 8月 1日
     （在調）第64号            平成28年10月 1日
     （か薬）第65号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第330号           平成23年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18505-40312 やなぎや薬局 〒912-0081 （調基１）第110号         平成28年 4月 1日
     大野市元町７－２３ （後発調１）第117号       平成28年 4月 1日
     0779-66-2525  (0779-66-2658) （在薬）第361号           平成24年11月26日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18605-40320 そうごう薬局　大野店〒912-0015 （調基１）第213号         平成28年 4月 1日
     大野市中挾１－１４０４ （後発調２）第207号       平成29年 3月 1日
     0779-64-5901  (0779-64-5902) （在薬）第386号           平成26年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18705-40338 クスリのアオキ大野薬〒912-0031 （調基１）第140号         平成28年 4月 1日
     局 大野市月美町１００２ （後発調１）第256号       平成28年 5月 1日
     0779-66-6460  (0779-66-6461) （在薬）第410号           平成27年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18806-40088 カジタ薬局 〒911-0032 （調基１）第3号           平成28年 4月 1日
     勝山市芳野町２－２－５０ （１７５）第119号         平成14年 4月 1日
     0779-87-0678  （在薬）第109号           平成 6年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18906-40104 株式会社　橋本薬局　〒911-0031 （調基１）第231号         平成28年 4月 1日
     ドラッグハシモト 勝山市長山町１－６－３２ （調）第36号              平成28年 4月 1日
     0779-87-7222  (0779-87-1419) （後発調２）第163号       平成28年 8月 1日
     （か薬）第68号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第154号           平成11年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19006-40153 おくえつ調剤薬局 〒911-0031 （調基１）第85号          平成28年 4月 1日
     勝山市長山町２－７－２５ （後発調２）第206号       平成29年 2月 1日
     0779-87-7700  (0779-87-7701) （か薬）第69号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第158号           平成11年 5月 6日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19106-40161 ハシモト薬局　サンプ〒911-0804 （調基１）第232号         平成28年 4月 1日
     ラザ店 勝山市元町１－７－２８　サンプ （後発調１）第248号       平成28年 4月 1日
     ラザ１階 （か薬）第70号            平成28年 4月 1日
     0779-87-2240  (0779-87-2424)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19206-40195 谷屋山内薬行薬局 〒911-0801 （調基１）第29号          平成28年 4月 1日
     勝山市沢町２－５－２０ （後発調２）第110号       平成28年 4月 1日
     0779-88-0221  (0779-88-5375) （在薬）第290号           平成21年 1月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[福井県]
全医療機関出力
[平成29年 6月28日現在　薬局] 平成29年 6月28日   22

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  19306-40203 タカダ薬局 〒911-0035 （調基１）第249号         平成28年10月24日
     勝山市郡町１丁目２－２４ （後発調１）第302号       平成28年10月24日
     0779-88-3860  (0779-64-5923) （か薬）第178号           平成29年 6月 1日
     （在薬）第435号           平成28年10月24日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19406-40211 株式会社コトブキ薬局〒911-0804 （調基１）第257号         平成29年 2月28日
     勝山市元町２丁目１８番３２号 （後発調２）第210号       平成29年 4月 1日
     0779-88-3111  (0779-87-0538) （在調）第73号            平成29年 2月28日
     （か薬）第173号           平成29年 5月 1日
     （在薬）第440号           平成29年 2月28日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19507-40102 藤本薬局 〒916-0021 （調基１）第171号         平成28年 4月 1日
     鯖江市三六町１丁目６－１７ （在薬）第112号           平成 6年10月 1日
     0778-51-1331  (0778-51-1331)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19607-40128 モンゼン薬局 〒916-0028 （調基１）第233号         平成28年 4月 1日
     鯖江市小黒町１－３－２４ （調）第33号              平成28年 4月 1日
     0778-51-3050  （後発調２）第92号        平成28年 4月 1日
     （在調）第48号            平成27年12月 1日
     （か薬）第73号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第113号           平成 6年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19707-40151 コーナン薬局 〒916-0013 （調基１）第72号          平成28年 4月 1日
     鯖江市鳥羽２丁目６－１０ （後発調２）第43号        平成28年 4月 1日
     0778-53-0965  (0778-53-1093) （在薬）第191号           平成14年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19807-40169 つつじ調剤薬局 〒916-0021 （調基２）第4号           平成28年 4月 1日
     鯖江市三六町１－１－２６ （後発調２）第98号        平成28年 4月 1日
     0778-54-0013  (0778-54-0046) （在薬）第165号           平成12年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19907-40185 株式会社　クララ調剤〒916-0021 （調基１）第215号         平成28年 4月 1日
     薬局 鯖江市三六町１丁目３－６ （後発調１）第232号       平成28年 4月 1日
     0778-53-2601  (0778-53-2600) （か薬）第123号           平成28年 6月 1日
     （在薬）第187号           平成14年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20007-40193 クスリのアオキ　北野〒916-0029 （調基１）第142号         平成28年 4月 1日
     薬局 鯖江市北野町１丁目１番３３号 （後発調１）第306号       平成28年12月 1日
     0778-54-3402  (0778-54-3403) （在薬）第211号           平成16年 4月 5日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20107-40235 鯖江らいふ薬局 〒916-0026 （調基１）第216号         平成28年 4月 1日
     鯖江市本町４－１－２５ （調）第34号              平成28年 4月 1日
     0778-54-8611  (0778-52-5154) （後発調２）第67号        平成28年 4月 1日
     （薬菌）第21号            平成27年 7月 1日
     （在調）第24号            平成25年12月 1日
     （か薬）第75号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第273号           平成19年 6月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[福井県]
全医療機関出力
[平成29年 6月28日現在　薬局] 平成29年 6月28日   23

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  20207-40250 あすなろ薬局 〒916-0025 （調基１）第234号         平成28年 4月 1日
     鯖江市旭町３－６－１０ （調）第30号              平成28年 4月 1日
     0778-25-1213  (0778-52-1123) （後発調２）第25号        平成28年 4月 1日
     （在調）第32号            平成26年 4月 1日
     （か薬）第76号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第288号           平成20年 9月15日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20307-40268 ハート調剤薬局　平井〒916-0061 （調基１）第31号          平成28年 4月 1日
     店 鯖江市平井町３１－６－１ （調）第5号               平成28年 4月 1日
     0778-62-7355  (0778-62-7366) （後発調１）第190号       平成28年 4月 1日
     （か薬）第13号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第292号           平成21年 2月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20407-40276 西鯖江ファーマライズ〒916-0026 （調基１）第217号         平成28年 4月 1日
     薬局 鯖江市本町２丁目３－１０ （後発調２）第172号       平成28年 8月 1日
     0778-53-2523  (0778-53-2524) （在調）第63号            平成28年 9月 1日
     （在薬）第298号           平成21年 6月19日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20507-40284 サクラ薬局　鯖江店 〒916-0018 （調基１）第98号          平成28年 4月 1日
     鯖江市幸町１丁目４番１１号 （後発調１）第333号       平成29年 6月 1日
     0778-43-5611  (0778-43-5612) （在薬）第320号           平成22年 9月 9日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20607-40292 服部薬局 〒916-1222 （調基１）第11号          平成28年 4月 1日
     鯖江市河和田町１９－５－１ （後発調２）第10号        平成28年 4月 1日
     0778-65-0280  (0778-65-2289) （か薬）第14号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第306号           平成22年 1月12日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20707-40318 スイショー薬局 〒916-0041 （調基１）第18号          平成28年 4月 1日
     鯖江市東鯖江１丁目４１４番 （後発調２）第165号       平成28年 8月 1日
     0778-43-5126  (0778-43-5132) （在薬）第372号           平成25年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20807-40326 クスリのアオキ神明薬〒916-0004 （調基１）第129号         平成28年 4月 1日
     局 鯖江市糺町第３０号５番地２ （後発調１）第310号       平成29年 1月 1日
     0778-52-9811  (0778-52-9812) （在薬）第352号           平成24年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20907-40334 セムイ調剤薬局　神明〒916-0021 （調基１）第235号         平成28年 4月 1日
     店 鯖江市三六町２丁目４４３ （か薬）第80号            平成28年 4月 1日
     0778-43-5820  （在薬）第353号           平成24年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21007-40342 石田らいふ薬局 〒916-0083 （調基１）第218号         平成28年 4月 1日
     鯖江市石田上町１３字神社前６番 （調）第23号              平成28年 4月 1日
     ３ （後発調２）第41号        平成28年 4月 1日
     0778-52-3970  (0778-52-3971) （在調）第21号            平成25年 7月 1日
     （か薬）第81号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第358号           平成24年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[福井県]
全医療機関出力
[平成29年 6月28日現在　薬局] 平成29年 6月28日   24

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  21107-40359 エンゼル調剤薬局　鯖〒916-0025 （調基１）第65号          平成28年 4月 1日
     江店 鯖江市旭町１丁目９－１７－１ （調）第27号              平成28年 4月 1日
     0778-52-0093  (0778-52-0092) （後発調１）第289号       平成28年 9月 1日
     （薬菌）第12号            平成26年 4月 1日
     （在調）第69号            平成29年 1月 1日
     （か薬）第82号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第365号           平成25年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21207-40367 全快堂薬局　丹南店 〒916-0021 （調基１）第82号          平成28年 4月 1日
     鯖江市三六町１－１－２７ （調）第24号              平成28年 4月 1日
     0778-51-9525  (0778-51-9526) （後発調２）第182号       平成28年10月 1日
     （在調）第47号            平成27年11月 1日
     （か薬）第83号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第380号           平成25年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21307-40375 全快堂薬局　水落店 〒916-0022 （調基１）第83号          平成28年 4月 1日
     鯖江市水落町２－２８－１ （調）第66号              平成28年12月 1日
     0778-25-0360  (0778-25-0363) （か薬）第156号           平成28年11月 1日
     （在薬）第381号           平成25年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21407-40383 南山堂薬局　さばえ旭〒916-0025 （調基１）第258号         平成29年 4月 1日
     店 鯖江市旭町３丁目６番１号 （後発調２）第212号       平成29年 4月 1日
     0778-42-5760  (0778-42-5761) （か薬）第157号           平成28年11月 1日
     （在薬）第393号           平成26年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21507-40391 株式会社クララ調剤薬〒916-0033 （調基１）第236号         平成28年 4月 1日
     局中野店 鯖江市中野町４－４－１ （調）第32号              平成28年 4月 1日
     0778-54-0102  (0778-54-0101) （後発調２）第147号       平成28年 5月 1日
     （薬菌）第27号            平成28年 4月 1日
     （在調）第58号            平成28年 4月 1日
     （か薬）第85号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第402号           平成26年 8月25日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21607-40409 チューリップ神明薬局〒916-0004 （調基３）第1号           平成28年 4月 1日
     鯖江市糺町３０－２－３ （か薬）第163号           平成29年 2月 1日
     0778-42-7663  (0778-42-7664) （在薬）第399号           平成26年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21707-40417 ぺんぎん調剤薬局 〒916-0044 （調基１）第251号         平成29年 1月 1日
     鯖江市五郎丸町２７２番 （在薬）第437号           平成29年 1月 1日
     0778-53-1212  (0778-53-1214)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21808-40019 有限会社　阪田薬局 〒910-4104 （調基１）第14号          平成28年 4月 1日
     あわら市温泉１丁目５０６番地 （後発調２）第57号        平成28年 4月 1日
     0776-77-2258  (0776-78-7270) （在薬）第174号           平成12年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[福井県]
全医療機関出力
[平成29年 6月28日現在　薬局] 平成29年 6月28日   25

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  21908-40027 エンゼル調剤薬局　北〒910-4272 （調基１）第70号          平成28年 4月 1日
     潟店 あわら市北潟５９－１８－５ （調）第25号              平成28年 4月 1日
     0776-79-7130  (0776-79-7131) （後発調２）第6号         平成28年 4月 1日
     （薬菌）第13号            平成26年 4月 1日
     （か薬）第86号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第176号           平成13年 3月22日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22008-40035 有限会社　林厚生堂薬〒919-0632 （調基１）第168号         平成28年 4月 1日
     局 あわら市春宮２丁目３－８ （後発調２）第183号       平成28年10月 1日
     0776-73-0032  (0776-73-1864) （在薬）第122号           平成 6年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22108-40043 金津アルプ薬局 〒919-0632 （調基１）第150号         平成28年 4月 1日
     あわら市春宮２丁目８－２ （後発調１）第262号       平成28年 6月 1日
     0776-73-5110  (0776-73-5117) （在薬）第259号           平成18年 9月11日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22208-40050 リフレ調剤薬局　中番〒910-4137 （調基１）第237号         平成28年 4月 1日
     店 あわら市中番９－４
     0776-78-7110  (0776-78-7570)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22308-40068 アイリス薬局 〒919-0632 （調基１）第173号         平成28年 4月 1日
     あわら市春宮３－１－２５ （後発調２）第176号       平成28年 9月 1日
     0776-43-1239  (0776-43-1339)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22416-40046 有限会社　寿恵堂薬局〒910-1133 （調基１）第174号         平成28年 4月 1日
     吉田郡永平寺町松岡春日１丁目８ （後発調１）第263号       平成28年 6月 1日
     0776-61-3218  (0776-61-1102) （在薬）第115号           平成 6年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22516-40079 一般社団法人福井県薬〒910-1106 （調基２）第8号           平成28年 4月 1日
     剤師会　水仙薬局 吉田郡永平寺町松岡御公領９０６ （薬菌）第2号             平成23年 4月 1日
     0776-61-4433  (0776-61-4430) （在調）第59号            平成28年 4月 1日
     （か薬）第87号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第118号           平成 6年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22616-40103 木村薬局 〒910-1212 （調基１）第176号         平成28年 4月 1日
     吉田郡永平寺町東古市１６－５６ （在薬）第163号           平成11年11月15日
     0776-63-2132  (0776-63-3787)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22716-40137 根來薬局 〒910-1132 （調基１）第2号           平成28年 4月 1日
     吉田郡永平寺町松岡葵２丁目１０ （後発調１）第89号        平成28年 4月 1日
     ６ （か薬）第142号           平成28年 8月 1日
     0776-61-0006  (0776-61-6830) （在薬）第233号           平成17年 4月15日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22816-40152 エンゼル調剤薬局　大〒910-1106 （調基２）第3号           平成28年 4月 1日
     学前店 吉田郡永平寺町松岡御公領９０２ （薬菌）第14号            平成26年 4月 1日
     番地 （か薬）第119号           平成28年 5月 1日
     0776-61-1593  (0776-61-1594) （在薬）第263号           平成18年11月 1日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[福井県]
全医療機関出力
[平成29年 6月28日現在　薬局] 平成29年 6月28日   26

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  22916-40160 クスリのアオキ松岡薬〒910-1134 （調基１）第135号         平成28年 4月 1日
     局 吉田郡永平寺町松岡芝原２丁目８ （後発調１）第315号       平成29年 2月 1日
     ６番 （在薬）第265号           平成19年 3月19日
     0776-61-7502  (0776-61-7503)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23016-40178 さくら薬局　福井大学〒910-1104 （調基３）第8号           平成28年 4月 1日
     前店 吉田郡永平寺町松岡下合月２４－ （後発調２）第184号       平成28年10月 1日
     ９ （在調）第23号            平成25年 9月 1日
     0776-61-3611  (0776-61-3655) （か薬）第139号           平成28年 8月 1日
     （在薬）第314号           平成22年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23117-40309 フラワー薬局たんぽぽ〒913-0046 （調基１）第238号         平成28年 4月 1日
     店 坂井市三国町北本町２－６３－１ （調）第42号              平成28年 4月 1日
     0776-81-7171  (0776-82-6333) （後発調２）第148号       平成28年 5月 1日
     （か薬）第89号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第186号           平成14年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23217-40317 有限会社　アイコー春〒919-0417 （調基１）第219号         平成28年 4月 1日
     江薬局 坂井市春江町江留下相田３２－２ （後発調１）第243号       平成28年 4月 1日
     0776-51-0248  (0776-51-6533)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23317-40325 兵庫屋薬局 〒919-0523 （調基１）第107号         平成28年 4月 1日
     坂井市坂井町新庄３－１０２ （後発調１）第200号       平成28年 4月 1日
     0776-66-6910  (0776-66-0104) （在薬）第295号           平成21年 5月26日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23417-40390 丸岡調剤センター薬局〒910-0254 （調基１）第23号          平成28年 4月 1日
     坂井市丸岡町一本田２５字２３－ （調）第54号              平成28年 7月 1日
     ３ （後発調１）第97号        平成28年 4月 1日
     0776-67-7560  (0776-67-7561) （在調）第11号            平成24年 4月 1日
     （か薬）第132号           平成28年 6月 1日
     （在薬）第178号           平成13年 4月 2日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23517-40432 橋本薬局 〒910-0245 （調基１）第15号          平成28年 4月 1日
     坂井市丸岡町谷町２－１１ （後発調２）第63号        平成28年 4月 1日
     0776-66-0039  (0776-66-3583) （在薬）第183号           平成14年 3月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23617-40440 坂井アルプ薬局 〒919-0527 （調基１）第151号         平成28年 4月 1日
     坂井市坂井町下兵庫５６－７－１ （後発調１）第69号        平成28年 4月 1日
     0776-72-3339  (0776-72-3338) （在薬）第196号           平成15年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23717-40473 かもめ薬局 〒913-0043 （調基１）第108号         平成28年 4月 1日
     坂井市三国町錦４－３－６１ （調）第8号               平成28年 4月 1日
     0776-81-3780  (0776-81-6085) （後発調２）第34号        平成28年 4月 1日
     （か薬）第15号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第281号           平成20年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[福井県]
全医療機関出力
[平成29年 6月28日現在　薬局] 平成29年 6月28日   27

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  23817-40481 丸岡アルプ薬局 〒910-0302 （調基２）第11号          平成28年 8月 1日
     坂井市丸岡町里丸岡３丁目１－１ （在薬）第232号           平成17年 4月11日
     0776-67-7220  (0776-67-7221)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23917-40515 こばやし薬局 〒913-0016 （調基１）第166号         平成28年 4月 1日
     坂井市三国町三国東５丁目１９－ （後発調１）第327号       平成29年 4月 1日
     １ （在薬）第249号           平成18年 4月 1日
     0776-82-3305  (0776-82-5542)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24017-40523 フロンティア薬局三国〒913-0042 （調基１）第259号         平成29年 4月 1日
     店 坂井市三国町中央１丁目１－１９ （後発調２）第208号       平成29年 3月 1日
     0776-82-8561  (0776-82-8562) （か薬）第183号           平成29年 6月 1日
     （在薬）第250号           平成18年 4月 3日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24117-40549 クスリのアオキ三国薬〒913-0041 （調基１）第144号         平成28年 4月 1日
     局 坂井市三国町覚善第２号３１番地 （後発調１）第311号       平成29年 1月 1日
     １ （在薬）第252号           平成18年 4月15日
     0776-81-7203  (0776-81-7205)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24217-40556 フラワー薬局三国店 〒913-0042 （調基１）第239号         平成28年 4月 1日
     坂井市三国町中央１丁目１－２０ （調）第43号              平成28年 4月 1日
     0776-82-8193  (0776-82-8194) （後発調２）第185号       平成28年10月 1日
     （在調）第50号            平成28年 2月 1日
     （か薬）第90号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第253号           平成18年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24317-40572 リフレ調剤薬局　本店〒919-0475 （調基１）第220号         平成28年 4月 1日
     坂井市春江町東太郎丸２３－１－ （調）第56号              平成28年 8月 1日
     ８ （か薬）第140号           平成28年 8月 1日
     0776-51-2731  (0776-51-2731) （在薬）第277号           平成19年12月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24417-40580 酒井薬局 〒919-0416 （調基１）第170号         平成28年 4月 1日
     坂井市春江町江留下宇和江３０ （後発調２）第11号        平成28年 4月 1日
     0776-51-3862  (0776-51-5816) （在薬）第291号           平成21年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24517-40606 クスリのアオキ丸岡薬〒910-0302 （調基１）第139号         平成28年 4月 1日
     局 坂井市丸岡町里丸岡１丁目４４番 （後発調１）第298号       平成28年11月 1日
     0776-67-6611  (0776-67-6622) （在薬）第337号           平成23年 9月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24617-40614 クスリのアオキ春江薬〒919-0418 （調基１）第143号         平成28年 4月 1日
     局 坂井市春江町江留下高道１３２番 （後発調１）第330号       平成29年 5月 1日
     0776-58-0021  (0776-58-0051) （在薬）第341号           平成24年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24717-40622 調剤薬局　薬報堂　春〒919-0464 （調基１）第90号          平成28年 4月 1日
     江店 坂井市春江町江留上錦５２ （在薬）第427号           平成28年 4月11日
     0776-97-6941  (0776-97-6942)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[福井県]
全医療機関出力
[平成29年 6月28日現在　薬局] 平成29年 6月28日   28

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  24817-40630 リフレ調剤薬局　栄店〒910-0262 （調基１）第240号         平成28年 4月 1日
     坂井市丸岡町栄１丁目２０１ （調）第52号              平成28年 6月 1日
     0776-67-7670  (0776-67-7680) （か薬）第124号           平成28年 6月 1日
     （在薬）第348号           平成24年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24917-40655 フォーユー調剤薬局　〒913-0032 （調基１）第154号         平成28年 4月 1日
     山岸店 坂井市三国町山岸６９－３６－５ （後発調２）第52号        平成28年 4月 1日
     0776-81-7505  (0776-81-7506) （在薬）第366号           平成25年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25017-40671 全快堂薬局　春江町店〒919-0453 （調基１）第79号          平成28年 4月 1日
     坂井市春江町江留上中央１１－５ （調）第60号              平成28年 9月 1日
     １ （後発調２）第27号        平成28年 4月 1日
     0776-37-3304  (0776-51-3644) （在調）第43号            平成27年 8月 1日
     （か薬）第143号           平成28年 9月 1日
     （在薬）第382号           平成25年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25117-40689 全快堂薬局　東十郷店〒919-0511 （調基１）第77号          平成28年 4月 1日
     坂井市坂井町長畑２５－３－１ （調）第26号              平成28年 4月 1日
     0776-67-6701  (0776-67-6702) （後発調２）第28号        平成28年 4月 1日
     （在調）第27号            平成26年 1月 1日
     （か薬）第92号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第383号           平成25年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25217-40697 なゆた薬局かすみ店 〒910-0231 （調基１）第188号         平成28年 4月 1日
     坂井市丸岡町霞町１丁目４８番地 （後発調１）第285号       平成28年 9月 1日
     0776-66-8915  (0776-66-8925) （在薬）第385号           平成26年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25317-40713 リフレ調剤薬局　江留〒919-0464 （調基１）第241号         平成28年 4月 1日
     上錦店 坂井市春江町江留上錦６６－１ （後発調１）第78号        平成28年 4月 1日
     0776-97-5282  (0776-97-5283) （在薬）第420号           平成26年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25417-40721 チェリー調剤薬局 〒913-0064 （調基１）第262号         平成29年 4月 1日
     坂井市三国町安島３０－１－２ （調）第74号              平成29年 4月 1日
     0776-81-6111  (0776-81-6112) （後発調２）第200号       平成29年 1月 1日
     （か薬）第152号           平成28年10月 1日
     （在薬）第411号           平成27年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25517-40739 さくら薬局　坂井丸岡〒910-0367 （調基１）第111号         平成28年 4月 1日
     店 坂井市丸岡町羽崎３２－７－４ （後発調２）第104号       平成28年 4月 1日
     0776-67-6366  (0776-67-6365) （在調）第65号            平成28年10月 1日
     （か薬）第169号           平成29年 4月 1日
     （在薬）第413号           平成27年 4月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25617-40747 いそべ薬局 〒910-0375 （調基１）第248号         平成28年10月 1日
     坂井市丸岡町南横地４－４７－１ （後発調２）第187号       平成28年10月 1日
     0776-97-9788  (0776-97-9766)



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[福井県]
全医療機関出力
[平成29年 6月28日現在　薬局] 平成29年 6月28日   29

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  25717-40754 にしき調剤薬局 〒913-0043 （調基１）第252号         平成29年 1月 1日
     坂井市三国町錦４丁目１－１０ （後発調２）第203号       平成29年 1月 1日
     0776-81-4650  (0776-81-4651) （か薬）第174号           平成29年 5月 1日
     （在薬）第438号           平成29年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25817-40762 まりも調剤薬局 〒910-0303 （調基１）第265号         平成29年 5月 1日
     坂井市丸岡町猪爪２丁目２０８ （後発調２）第213号       平成29年 5月 1日
     0776-68-1331  (0776-68-1300)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25917-40770 まりも調剤薬局　丸岡〒910-0246 （調基１）第266号         平成29年 5月 1日
     中央店 坂井市丸岡町西瓜屋１６－１－３ （後発調２）第214号       平成29年 5月 1日
     0776-89-1632  (0776-89-1732)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26017-40788 まりも調剤薬局　丸岡〒910-0242 （調基１）第267号         平成29年 5月 1日
     北店 坂井市丸岡町西里丸岡２－５ （後発調１）第331号       平成29年 5月 1日
     0776-89-1823  (0776-89-1824) （後発調２）第215号       平成29年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26119-40008 ハート調剤薬局　今庄〒919-0131 （調基１）第30号          平成28年 4月 1日
     店 南条郡南越前町今庄８４－２８－ （調）第65号              平成28年11月 1日
     ６ （後発調２）第130号       平成28年 4月 1日
     0778-45-2655  (0778-45-2666) （か薬）第120号           平成28年 5月 1日
     （在薬）第335号           平成23年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26220-40089 有限会社　アサヒ薬局〒916-0141 （調基１）第221号         平成28年 4月 1日
     丹生郡越前町西田中１６－３－１ （後発調２）第37号        平成28年 4月 1日
     0778-34-0113  (0778-34-0244) （か薬）第93号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第429号           平成28年 4月25日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26320-40097 三協薬局 〒916-0215 （調基１）第25号          平成28年 4月 1日
     丹生郡越前町織田９８－２１ （後発調１）第187号       平成28年 4月 1日
     0778-36-0208  （在薬）第132号           平成 6年10月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26420-40121 エンゼル調剤薬局　織〒916-0215 （調基１）第66号          平成28年 4月 1日
     田店 丹生郡越前町織田１０３－５７－ （後発調１）第299号       平成28年11月 1日
     １ （薬菌）第15号            平成26年 4月 1日
     0778-36-1193  (0778-36-1194) （か薬）第147号           平成28年10月 1日
     （在薬）第284号           平成20年 5月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26520-40139 サクラ薬局 〒916-0215 （調基１）第99号          平成28年 4月 1日
     丹生郡越前町織田１０６－４３－ （調）第6号               平成28年 4月 1日
     ２ （後発調１）第292号       平成28年10月 1日
     0778-36-2282  (0778-36-2283) （か薬）第16号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第283号           平成20年 6月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[福井県]
全医療機関出力
[平成29年 6月28日現在　薬局] 平成29年 6月28日   30

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  26620-40154 朝日町アルプ薬局 〒916-0141 （調基１）第153号         平成28年 4月 1日
     丹生郡越前町西田中第１６号１２ （後発調１）第221号       平成28年 4月 1日
     番地２ （在薬）第370号           平成25年10月 1日
     0778-42-5311  (0778-42-5366)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26720-40162 全快堂薬局　織田店 〒916-0215 （調基１）第263号         平成29年 4月 1日
     丹生郡越前町織田１０２－４８ （調）第72号              平成29年 4月 1日
     0778-36-2300  (0778-36-2301) （後発調２）第29号        平成28年 4月 1日
     （在調）第26号            平成25年11月 1日
     （か薬）第94号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第384号           平成25年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26821-40012 みはま調剤薬局 〒919-1142 （調基１）第101号         平成28年 4月 1日
     三方郡美浜町興道寺８－３７－１ （後発調１）第198号       平成28年 4月 1日
     0770-32-3050  (0770-32-3070)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26923-40059 高浜調剤薬局 〒919-2225 （調基１）第59号          平成28年 4月 1日
     大飯郡高浜町宮崎第８７号１５番 （後発調２）第164号       平成28年 8月 1日
     地の２０ （在調）第12号            平成24年 4月 1日
     0770-72-9383  (0770-72-9990) （在薬）第134号           平成 9年11月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27023-40067 佐々木薬局　高浜店 〒919-2225 （調基１）第178号         平成28年 4月 1日
     大飯郡高浜町宮崎７７－７－１ （後発調２）第155号       平成28年 7月 1日
     0770-72-4488  (0770-72-7288) （在薬）第201号           平成15年 6月20日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27123-40091 かめだ薬局 〒917-0383 （調基１）第163号         平成28年 4月 1日
     大飯郡おおい町名田庄下第３３号 （後発調１）第274号       平成28年 7月 1日
     １３番地の２ （在薬）第299号           平成21年 7月 1日
     0770-67-2221  (0770-67-2221)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27223-40109 クオール薬局　おおい〒919-2111 （調基３）第18号          平成28年 4月 1日
     店 大飯郡おおい町本郷９２－５３－ （後発調２）第173号       平成28年 8月 1日
     ４ （か薬）第95号            平成28年 4月 1日
     0770-77-1389  (0770-77-1390) （在薬）第334号           平成23年 8月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27324-40024 なの花薬局　若狭市場〒919-1541 （調基１）第117号         平成28年 4月 1日
     店 三方上中郡若狭町市場１９－２－ （後発調２）第209号       平成29年 3月 1日
     １ （か薬）第175号           平成29年 5月 1日
     0770-62-2250  (0770-62-2251) （在薬）第278号           平成20年 1月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27424-40040 ほほえみ薬局 〒919-1305 （調基１）第172号         平成28年 4月 1日
     三方上中郡若狭町北前川５１号１ （調）第73号              平成29年 4月 1日
     ９番地２ （後発調２）第174号       平成28年 8月 1日
     0770-45-3636  (0770-45-3637) （在調）第74号            平成29年 6月 1日
     （か薬）第158号           平成28年11月 1日
     （在薬）第319号           平成22年 8月30日



届出受理医療機関名簿

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

作成         頁

算定開始年月日受理番号項番

[福井県]
全医療機関出力
[平成29年 6月28日現在　薬局] 平成29年 6月28日   31

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  27524-40065 なの花薬局　井ノ口店〒919-1542 （調基１）第118号         平成28年 4月 1日
     三方上中郡若狭町井ノ口２９－３ （調）第58号              平成28年 9月 1日
     ３ （後発調２）第80号        平成28年 4月 1日
     0770-62-2670  (0770-62-2671) （か薬）第96号            平成28年 4月 1日
     （在薬）第351号           平成24年 7月 1日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


