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    101,4001,0 有限会社　白男川薬局〒892-0818 099-222-1735有限会社白男川薬局　白男川　眞理子 昭32.10. 1調剤 薬局
     鹿児島市上本町３の１７ 常　勤:    1白男川　賢治 現存
     (薬       1) 平29.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201,4037,4 新生堂薬局 〒892-0828 099-223-9256新生堂薬品株式会社　川添　安規 昭41. 2. 1調剤 薬局
     鹿児島市金生町２番地６号 常　勤:    2代表取締役　川添　博 現存
     (薬       2)明 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301,4060,6 株式会社　薬師堂薬局〒890-0041 099-254-1889株式会社薬師堂薬局　山下　勲 昭47. 2.15調剤 薬局
     鹿児島市城西一丁目１６－３ 常　勤:    2代表取締役　山下　勲 現存
     (薬       2) 平29. 2.15
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    401,4113,3 株式会社トヤマ薬品　〒892-0846 099-225-0011株式会社　トヤマ薬品村田　陽子 昭51. 4.15調剤 薬局
     トヤマ調剤薬局 鹿児島市加治屋町９－６ 常　勤:    2　代表取締役　村田　 現存
     (薬       2)和雄 平30. 4.15
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    501,4130,7 セオ薬局ハイム店 〒890-0064 099-253-6362（有）セオ薬局　代表田之上　弘一 昭53. 1. 4調剤 薬局
     鹿児島市鴨池新町２８番８号１０常　勤:    1取締役　瀬尾　昭一郎 現存
     ２ (薬       1) 平29. 1. 4
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    601,4139,8 自然の理薬局 〒890-0056 099-256-7220西田　達生 西田　達生 昭53. 6. 1調剤 薬局
     鹿児島市下荒田３丁目１９－１ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    701,4210,7 平薬局 〒891-0121 099-267-6789平　太士郎 平　太士郎 昭55.10.15調剤 薬局
     鹿児島市谷山中央２丁目７０２－常　勤:    1 現存
     １７ (薬       1) 平28.10.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    801,4211,5 郡元薬局 〒890-0065 099-257-3188鹿児島調剤センター　吉水　久純 昭55.11. 1調剤 薬局
     鹿児島市郡元三丁目１番７号 常　勤:    2株式会社　代表取締役 現存
     (薬       2)　吉水　久純 平28.11. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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    901,4212,3 かばやま薬局 〒890-0031 099-281-0905樺山　テイ子 樺山　テイ子 昭55.11. 1調剤 薬局
     鹿児島市武岡２丁目１１－６ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1001,4213,1 新生堂薬局天文館支店〒892-0827 099-224-3745新生堂薬品（株）　代川添　信 昭55.11.15調剤 薬局
     鹿児島市中町３－２１ 常　勤:    1表取締役　川添　博明 現存
     (薬       1) 平28.11.15
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1101,4215,6 有限会社　天文館薬局〒892-0842 099-222-0233有限会社　天文館薬局内村　純子 昭55.12.15調剤 薬局
     鹿児島市東千石町１３－１６ 常　勤:    4　代表取締役　内村　 現存
     (薬       4)一彦 平28.12.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1201,4280,0 小牧薬局西駅一番街店〒890-0053 099-252-7458（有）小牧薬局　代表小牧　良平 昭58.12. 1調剤 薬局
     鹿児島市中央町２４－９ 常　勤:    2取締役　小牧　正治 現存
     (薬       2) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1301,4312,1 松山幸弘薬局 〒892-0852 099-248-0656松山薬品株式会社　代松山　幸弘 昭60.10.15調剤 薬局
     鹿児島市下竜尾町８－１６ 常　勤:    1表取締役　松山　幸弘 休止
     (薬       1) 平24.10.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1401,4320,4 やくし調剤薬局 〒891-0113 099-269-7766有限会社クリニカル・長野　美子 昭61. 4. 1調剤 薬局
     鹿児島市東谷山４丁目３３－６ 常　勤:    1ファーマシー・ナガノ 現存
     (薬       1)　代表取締役　長野　 平28. 4. 1
     美子
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1501,4321,2 麒麟調剤薬局 〒891-0114 099-268-3510有限会社ブイ産業　代小湊　貴昭 昭61. 4. 1調剤 薬局
     鹿児島市小松原二丁目３６－１ 常　勤:    2表取締役　加藤　政信 現存
     (薬       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1601,4324,6 セオ薬局いづろ店 〒892-0828 099-225-2001有限会社セオ薬局　代瀬尾　昭一郎 昭61. 6.16調剤 薬局
     鹿児島市金生町７－１０ 常　勤:    1表取締役　瀬尾　昭一 現存
     (薬       1)郎 平28. 6.16
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1701,4329,5 南日本薬剤センター薬〒891-0141 099-267-4365株式会社　南日本薬剤山門　慎一郎 昭61.12. 1調剤 薬局
     局 鹿児島市谷山中央五丁目１５番１常　勤:    7センター　代表取締役 現存
     号 (薬       7)　岩元　正義 平28.12. 1
     非常勤:   17
     (薬      17)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   1801,4354,3 山神薬局 〒890-0055 099-252-0135山神　英子 山神　英子 昭63. 5. 1調剤 薬局
     鹿児島市上荒田町１３－８ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1901,4364,2 カミヤ三照堂薬局 〒892-0847 099-222-8367（有）カミヤ三照堂薬神谷　富士夫 平元. 2. 1調剤 薬局
     鹿児島市西千石町１６番６号 常　勤:    1局　代表取締役　神谷 現存
     (薬       1)　富士夫 平28. 2. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2001,4375,8 宇宿薬局 〒890-0073 099-253-7219有限会社　宇宿薬局　西迫　寛隆 平 2. 5. 1調剤 薬局
     鹿児島市宇宿１丁目２６－２２ 常　勤:    2代表取締役　西迫　寛 現存
     (薬       2)隆 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2101,4376,6 鹿児島調剤薬局 〒890-0075 099-260-0380株式会社文寿　代表取宮之原　麻里 平 2. 7. 1調剤 薬局
     鹿児島市桜ケ丘八丁目２６番７号常　勤:    1締役　寺脇　大 現存
     (薬       1) 平29. 7. 1
     非常勤:   12
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2201,4396,4 有限会社　錦江薬局瀬〒891-0150 099-261-3171有限会社錦江薬局　代溝口　昭一 平 3.12. 1調剤 薬局
     戸堀店 鹿児島市坂之上七丁目３番４１号常　勤:    1表取締役　原　浩一 現存
     (薬       1) 平27.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2301,4400,4 鹿児島県薬剤師会薬局〒890-0075 099-275-1112公益社団法人　鹿児島宮元　敬子 平 4. 4. 1調剤 薬局
     鹿児島市桜ヶ丘八丁目２０番７号常　勤:    3県薬剤師会　会長　上 現存
     (薬       3)野　泰弘 平28. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2401,4413,7 南日本薬剤センター薬〒891-0141 099-267-0871株式会社　南日本薬剤東　博和 平 4.11. 1調剤 薬局
     局　慈眼寺店 鹿児島市谷山中央五丁目１７番５常　勤:    3センター　代表取締役 現存
     号 (薬       3)　岩元　正義 平28.11. 1
     非常勤:   19
     (薬      19)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   2501,4416,0 有限会社　健生堂薬局〒890-0082 099-259-9988有限会社健生堂薬局　高城　まゆみ 平 5. 1. 1調剤 薬局
     鹿児島市紫原四丁目２６番１号 常　勤:    2代表取締役　高城　ま 現存
     (薬       2)ゆみ 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2601,4437,6 ゆうゆう薬局　田上店〒890-0034 099-801-3498中田上有限会社　代表村上　薫 平 5.12. 1調剤 薬局
     鹿児島市田上一丁目２３－８ 常　勤:    1取締役　上原　利子 現存
     (薬       1) 平29.12. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2701,4438,4 有限会社　伊敷調剤薬〒890-0008 099-229-1227有限会社伊敷調剤薬局大原　洋一 平 6. 1. 1調剤 薬局
     局 鹿児島市伊敷二丁目１番１２号 常　勤:    2　代表取締役　大原　 現存
     (薬       2)洋一 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2801,4456,6 鶴丸調剤薬局　紫原店〒890-0082 099-254-0188株式会社　鶴丸調剤薬宇都　芳昭 平 6. 4. 1調剤 薬局
     鹿児島市紫原４－１３－１９ 常　勤:    1局　代表取締役　濵脇 現存
     (薬       1)　義次 平30. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2901,4470,7 のぼり調剤薬局 〒890-0055 099-251-7041山下　津由子 山下　由嗣 平 7. 1. 1調剤 薬局
     鹿児島市上荒田町４３番５号 常　勤:    1 交代 現存
     (薬       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3001,4473,1 厚仁堂　薬局 〒890-0015 099-239-7100前村　勉 前村　勉 平 7. 3. 1調剤 薬局
     鹿児島市草牟田町７番７号 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3101,4477,2 佐々木薬局　本店 〒892-0847 099-224-4356有限会社　佐々木薬局佐々木　義久 平 7. 4. 1調剤 薬局
     鹿児島市西千石町８番５号 常　勤:    1　代表取締役　佐々木 移動 現存
     (薬       1)　義久 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3201,4479,8 佐々木　薬局　中山店〒891-0108 099-260-8433有限会社　佐々木　薬錨　ゆかり 平 7. 7. 1調剤 薬局
     鹿児島市中山一丁目１３番２３号常　勤:    2局　代表取締役　佐々 新規 現存
     (薬       2)木　義久 平28. 7. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   3301,4498,8 鶴丸調剤薬局　南林寺〒892-0834 099-227-0989株式会社　鶴丸調剤薬小倉　直樹 平 8. 8. 1調剤 薬局
     店 鹿児島市南林寺町１ー１２ 常　勤:    1局　代表取締役　濵脇 新規 現存
     (薬       1)　義次 平29. 8. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3401,4500,1 山下薬局 〒890-0052 099-254-9331山下　トキ子 山下　トキ子 平 8. 8.19調剤 薬局
     鹿児島市上之園町２２番地１６ 常　勤:    1 移動 現存
     (薬       1) 平29. 8.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3501,4505,0 コスモス　薬局 〒890-0005 099-224-4810有限会社　メディファ森田　麗日 平 8.12. 1調剤 薬局
     鹿児島市下伊敷一丁目１ー１１ 常　勤:    1ム　代表取締役　松本 新規 現存
     (薬       1)恭幸 平29.12. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3601,4513,4 鶴丸調剤薬局　伊敷店〒890-0002 099-228-6999株式会社　鶴丸調剤薬渡辺　進太郎 平 9. 4. 1調剤 薬局
     鹿児島市西伊敷１丁目２ー１３ 常　勤:    1局　代表取締役　濵脇 新規 現存
     (薬       1)　義次 平30. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3701,4535,7 てらわき　薬局 〒892-0837 099-226-6058株式会社　文寿　代表寺脇　智美 平10. 2. 1調剤 薬局
     鹿児島市甲突町１７ー２ 常　勤:    1取締役　寺脇　大 新規 現存
     (薬       1) 平28. 2. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3801,4537,3 検見崎薬局 〒890-0014 099-226-6328有限会社　検見崎薬局安庭　義浩 平10. 2. 1調剤 薬局
     鹿児島市草牟田二丁目１７番１号常　勤:    3　代表取締役　検見崎 新規 現存
     (薬       3)　陽 平28. 2. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3901,4539,9 はやま薬局 〒892-0871 099-244-4894有限会社　エフアンド古市　奈津子 平10. 2. 1調剤 薬局
     鹿児島市吉野町９０７１番地の１常　勤:    1エフ　代表取締役　城 新規 現存
     (薬       1)ヶ原博文 平28. 2. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   4001,4541,5 マルノ薬局　桜ヶ丘店〒891-0175 099-275-2833有限会社　マルノ薬局新川　純平 平10. 3. 1調剤 薬局
     鹿児島市桜ヶ丘四丁目１５番２０常　勤:    2　代表取締役　丸野　 移動 現存
     号 (薬       2)桂太郎 平28. 3. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4101,4542,3 すこやか調剤薬局　中〒891-0105 099-266-5500メディカル・システム有村　武志 平10. 3. 1調剤 薬局
     山店 鹿児島市中山町５２３６番地１ 常　勤:    3　株式会社　代表取締 新規 現存
     (薬       3)役　平田律子 平28. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4201,4544,9 ヘルシー薬局　照国店〒892-0841 099-239-8715有限会社　のぞみ調剤井上　博登 平10. 4. 1調剤 薬局
     鹿児島市照国町３番１号 常　勤:    1薬局　代表取締役　岩 新規 現存
     (薬       1)田洋海 平28. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4301,4546,4 西駅調剤薬局 〒890-0046 099-253-5865株式会社　文寿　代表成山　保 平10. 5. 1調剤 薬局
     鹿児島市西田一丁目４番７号 常　勤:    5取締役　寺脇　大 交代 現存
     (薬       5) 平28. 5. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4401,4547,2 清美薬局 〒890-0034 099-214-9377有限会社　清美　代表倉内　清治 平10. 5. 1調剤 薬局
     鹿児島市田上２丁目２８番１ 常　勤:    3取締役　倉内清治 新規 現存
     (薬       3) 平28. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4501,4548,0 伊敷調剤薬局脇田店 〒890-0008 099-220-7210有限会社　伊敷調剤薬藤本　誠 平10. 5. 1調剤 薬局
     鹿児島市伊敷八丁目３番２５号 常　勤:    1局　代表取締役　大原 新規 現存
     (薬       1)洋一 平28. 5. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4601,4554,8 三井調剤薬局　荒田店〒890-0054 099-214-8020株式会社　三井　代表尾曲　佑太 平10. 7. 1調剤 薬局
     鹿児島市荒田一丁目２６番１１号常　勤:    2取締役　郷原　忠男 新規 現存
     (薬       2) 平28. 7. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   4701,4558,9 タバタ薬局　伊敷支所〒890-0003 099-218-4006有限会社　ハイルング野口　清喬 平10. 9. 1調剤 薬局
     店 鹿児島市伊敷五丁目１８番６号 常　勤:    1　代表取締役　田畑　 新規 現存
     (薬       1)光一 平28. 9. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4801,4566,2 大泉堂薬局 〒890-0069 099-254-2868有限会社　サポート　宮竹　統弘 平10.11. 1調剤 薬局
     鹿児島市南郡元町１０番１２号 常　勤:    1代表取締役　宮竹　統 移動 現存
     (薬       1)弘 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4901,4568,8 ゆうゆう薬局　中山店〒891-0105 099-284-5795ファルマコム株式会社上原　真奈美 平11. 1. 1調剤 薬局
     鹿児島市中山二丁目３番１３号 常　勤:    1　代表取締役　上原　 交代 現存
     (薬       1)靖洋 平29. 1. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5001,4569,6 ゆうゆう薬局　宇宿店〒890-0073 099-286-6535ファルマコム株式会社児玉　利壽 平11. 1. 1調剤 薬局
     鹿児島市宇宿三丁目４１番２４号常　勤:    2　代表取締役　上原　 交代 現存
     (薬       2)靖洋 平29. 1. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5101,4574,6 薬局　ホームケアファ〒890-0046 099-214-8012有限会社　ホームケア飯塚　忍 平11. 3. 1調剤 薬局
     ーマシー西鹿児島店 鹿児島市西田二丁目２２番５号 常　勤:    3鹿児島　代表取締役　 交代 現存
     (薬       3)飯塚　忍 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5201,4578,7 奥公園前薬局 〒891-0113 099-260-9577有限会社　角田　代表角田　優子 平11. 5. 1調剤 薬局
     鹿児島市東谷山六丁目４３番２２常　勤:    1取締役　角田　真一 新規 現存
     号 (薬       1) 平29. 5. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5301,4580,3 たちばな薬局 〒890-0053 099-254-1730有限会社　たちばな薬山際　雄一 平11. 6. 1調剤 薬局
     鹿児島市中央町１０番 常　勤:    1局　代表取締役　橘木 新規 現存
     (薬       1)　斗南雄 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5401,4585,2 有限会社　ケーアイ調〒891-0105 099-260-9181有限会社　ケーアイ調板坂　朋広 平11. 9. 1調剤 薬局
     剤薬局中山店 鹿児島市中山町２２８４番地 常　勤:    2剤薬局　代表取締役　 新規 現存
     (薬       2)門松　秀信 平29. 9. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   5501,4586,0 あすなろ薬局 〒890-0042 099-255-4976有限会社　エスティバ岩下　弘美 平11.10. 1調剤 薬局
     鹿児島市薬師二丁目１６番７号 常　勤:    1ン　代表取締役　岩下 新規 現存
     (薬       1)　弘美 平29.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5601,4590,2 さくら薬局　鹿児島店〒892-0825 099-219-4866有限会社　マルタメデ鮫島　基昭 平11.11. 1調剤 薬局
     鹿児島市大黒町１番地３ブラザー常　勤:    1ィカル　代表取締役　 新規 現存
     ビル５Ｆ (薬       1)丸田　兼元 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5701,4595,1 南日本薬剤センター薬〒891-0104 099-284-7881株式会社　南日本薬剤金野　泰 平12. 2. 1調剤 薬局
     局　中山店 鹿児島市山田町７３９番地 常　勤:    1センター　代表取締役 新規 現存
     (薬       1)　岩元　正義 平30. 2. 1
     非常勤:   15
     (薬      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5801,4596,9 海星薬局　平川店 〒891-0133 099-261-2148株式会社　アリタス　中西　賢治 平12. 4. 1調剤 薬局
     鹿児島市平川町１５８０番地の１常　勤:    2代表取締役　田島　耕 新規 現存
     (薬       2)一 平30. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5901,4599,3 有限会社　しらゆり調〒891-0143 099-263-3420有限会社　しらゆり調片桐　裕子 平12. 4. 1調剤 薬局
     剤薬局 鹿児島市和田１丁目３０番１５号常　勤:    1剤薬局　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)片桐　裕子 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6001,4602,5 有限会社　谷山薬局　〒891-0114 099-267-0668有限会社　谷山薬局　前村　毅 平12. 5. 1調剤 薬局
     きよみ橋店 鹿児島市小松原二丁目３５番８号常　勤:    2代表取締役　前村　惠 新規 現存
     (薬       2)子 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6101,4603,3 みずほ通り薬局 〒890-0055 099-213-5030株式会社　マストコ　林　みどり 平12. 5. 1調剤 薬局
     鹿児島市上荒田町３２番１９号エ常　勤:    1代表取締役　吉田明良 新規 現存
     ルドベール櫻木１Ｆ号室 (薬       1) 平30. 5. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6201,4604,1 あおば調剤薬局　荒田〒890-0056 099-213-5328有限会社　あおば調剤植之原　裕美 平12. 5. 1調剤 薬局
     店 鹿児島市下荒田一丁目３０番１号常　勤:    2薬局　代表取締役　植 新規 現存
     (薬       2)之原裕美 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   6301,4607,4 楽陽薬局 〒890-0045 099-213-5676有限会社　ケアコーデ喜岡　亮 平12. 7. 1調剤 薬局
     鹿児島市武二丁目９番５号 常　勤:    1ィネーター楽　代表取 新規 現存
     (薬       1)締役　喜岡　亮 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6401,4608,2 こあら薬局 〒892-0811 099-220-7566有限会社　ジン　代表湯元　美恵子 平12. 7. 1調剤 薬局
     鹿児島市玉里団地三丁目２１番１常　勤:    1取締役　吉重　康朗 新規 現存
     ４号 (薬       1) 平24. 7. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6501,4609,0 ミナミ薬局 〒890-0073 099-213-5525株式会社　コーエー大横峯　加代子 平12. 8. 1調剤 薬局
     鹿児島市宇宿一丁目２６番１４号常　勤:    1洋薬品鹿児島販売　代 新規 現存
     (薬       1)表取締役　西　和寛 平24. 8. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6601,4611,6 ミナミ薬局　東谷山店〒891-0113 099-266-6566株式会社　コーエー大末吉　朗子 平12. 9. 1調剤 薬局
     鹿児島市東谷山五丁目２７番２１常　勤:    1洋薬品鹿児島販売　代 新規 現存
     号 (薬       1)表取締役　西　和寛 平24. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6701,4614,0 やまもと薬局　伊敷台〒890-0007 099-218-0511有限会社　マインド　山本　洋右 平12. 9. 1調剤 薬局
     店 鹿児島市伊敷台二丁目６番２６号常　勤:    1代表取締役　山本　洋 新規 現存
     (薬       1)右 平24. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6801,4620,7 株式会社　キク薬舗　〒890-0075 099-275-7110株式会社　キク薬舗　小村　昌子 平12.10. 1調剤 薬局
     キク薬局　大学病院前鹿児島市桜ケ丘八丁目２０番２８常　勤:    3代表取締役　門田　耕 新規 現存
     店 号 (薬       3)一 平24.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6901,4621,5 フラワー薬局 〒890-0065 099-813-0777株式会社　ウエルカム宿里　美織 平12.11. 1調剤 薬局
     鹿児島市郡元二丁目１２番１０号常　勤:    2　代表取締役　寳來　 新規 現存
     (薬       2)良治 平24.11. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7001,4623,1 海星薬局 〒891-0150 099-262-3851株式会社　アリタス　西岡　延治 平13. 1. 1調剤 薬局
     鹿児島市坂之上七丁目３３番５７常　勤:    5代表取締役　田島　耕 移動 現存
     号 (薬       5)一 平25. 1. 1
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   7101,4624,9 かわかみ薬局 〒892-0875 099-244-3003有限会社　サム　代表尻無濱　未佳 平13. 1. 1調剤 薬局
     鹿児島市川上町２５７１番地４ 常　勤:    1取締役　川畑　赳久 新規 現存
     (薬       1) 平25. 1. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7201,4625,6 あおぞら薬局 〒890-0056 099-813-1350株式会社　マストコ　中村　敏子 平13. 1. 1調剤 薬局
     鹿児島市下荒田三丁目４０番１８常　勤:    2代表取締役　吉田　明 新規 現存
     号高良ビル１階 (薬       2)良 平25. 1. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7301,4626,4 城西通り薬局 〒890-0046 099-813-2461有限会社　アイメディ井手之上　英輝 平13. 1. 1調剤 薬局
     鹿児島市西田三丁目１０番３０号常　勤:    1カル　代表取締役　井 新規 現存
     (薬       1)手之上　英輝 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7401,4628,0 下荒田調剤薬局 〒890-0056 099-813-1617有限会社　一心堂　代北山　良志子 平13. 2. 1調剤 薬局
     鹿児島市下荒田一丁目２０番２６常　勤:    1表取締役　原口　憲顕 新規 現存
     号 (薬       1) 平25. 2. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7501,4629,8 こうえん薬局 〒892-0877 099-244-5979株式会社　つかさ薬品飯高　大 平13. 3. 1調剤 薬局
     鹿児島市吉野１丁目９番２１号 常　勤:    2　代表取締役　重久　 新規 現存
     (薬       2)宰 平25. 3. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7601,4632,2 かみぞの薬局　明和店〒890-0024 099-281-2200株式会社かみぞの薬局上園　礼美 平13. 4. 1調剤 薬局
     鹿児島市明和一丁目２６番５号 常　勤:    1　代表取締役　上園　 新規 現存
     (薬       1)斉昭 平25. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7701,4634,8 サフラン薬局 〒890-0023 099-206-5321有限会社　エール　代山本　 司 平13. 4. 1調剤 薬局
     鹿児島市永吉二丁目１１番２号 常　勤:    1表取締役　鎌田　稔 交代 現存
     (薬       1) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7801,4636,3 若松調剤薬局 〒891-0151 099-210-8155有限会社　若松薬品　若松　弘美 平13. 5. 1調剤 薬局
     鹿児島市光山２丁目３番５８号 常　勤:    1代表取締役　若松　嘉 新規 現存
     (薬       1)文　若松　弘美 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   7901,4638,9 あかね薬局 〒890-0082 099-812-2705有限会社　メディカル新平　哲大 平13. 8. 1調剤 薬局
     鹿児島市紫原３丁目２１番１５号常　勤:    1ネット　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)加藤　政信 平25. 8. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8001,4639,7 実方薬局 〒892-0862 099-248-5603有限会社　むらさき調外西　昭彦 平13. 8. 1調剤 薬局
     鹿児島市坂元町１２９０番地４ 常　勤:    2剤薬局　代表取締役　 新規 現存
     (薬       2)外西　哲彦 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8101,4641,3 すずらん調剤薬局 〒892-0852 099-248-0002有限会社　メディカル盛岡　晶子 平13. 9. 1調剤 薬局
     鹿児島市下竜尾町６番２１号 常　勤:    3コーポレーション宇都 新規 現存
     (薬       3)　代表取締役　宇都　 平25. 9. 1
     非常勤:    3和治
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8201,4642,1 三愛調剤薬局　東谷山〒891-0109 099-210-1370有限会社　三愛　代表西田　博一 平13.10. 1調剤 薬局
     店 鹿児島市清和四丁目１０番４５号常　勤:    2取締役　川添　輝昭 新規 現存
     (薬       2) 平25.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8301,4643,9 朝日通り薬局 〒892-0816 099-224-3729有限会社　錦江印刷　岩倉　ひろみ 平13.10. 1調剤 薬局
     鹿児島市山下町２番７号 常　勤:    1代表取締役　岩倉　喜 新規 現存
     (薬       1)八郎 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8401,4644,7 有限会社　セオ薬局　〒890-0056 099-257-2991有限会社　セオ薬局　束原　佳代 平13.10. 8調剤 薬局
     荒田調剤 鹿児島市下荒田二丁目１番１号 常　勤:    1代表取締役　瀬尾　昭 移動 現存
     (薬       1)一郎 平25.10. 8
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8501,4645,4 有限会社　福元薬局 〒890-0082 099-252-1058有限会社　福元薬局　沼田　真由美 平13.10. 1調剤 薬局
     鹿児島市紫原４丁目３３番１号 常　勤:    5代表取締役　沼田　真 移動 現存
     (薬       5)由美 平25.10. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8601,4646,2 ミナミ薬局　桜島店 〒891-1541 099-245-0300株式会社　コーエー大小原　優佳 平13.11. 1調剤 薬局
     鹿児島市野尻町５９番 常　勤:    2洋薬品鹿児島販売　代 新規 現存
     (薬       2)表取締役　西　和寛 平25.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
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   8701,4653,8 オレンジ調剤薬局 〒890-0066 099-812-8812有限会社　フラスコ　酒匂　栄一郎 平14. 4. 1調剤 薬局
     鹿児島市真砂町７４番７号丸進ビ常　勤:    2代表取締役　東峯　洋 新規 現存
     ル１０２号 (薬       2) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8801,4654,6 南九州調剤薬局 〒892-0816 099-224-6063有限会社　南九州調剤迫田　喜久男 平14. 4. 1調剤 薬局
     鹿児島市山下町１６番１号 常　勤:    2薬局　代表取締役　迫 移動 現存
     (薬       2)田　喜久男 平26. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8901,4655,3 有限会社　淳芳堂　田〒890-0041 099-250-1931有限会社　淳芳堂　代田中　淳仁 平14. 4. 1調剤 薬局
     中調剤薬局 鹿児島市城西三丁目７番１３－２常　勤:    1表取締役　田中　淳仁 組織変更 現存
     号 (薬       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9001,4658,7 ゆうゆう薬局　甲南店〒890-0052 099-250-5672ファルマコム株式会社岡積　大豪 平14. 6. 1調剤 薬局
     鹿児島市上之園町２０番２７号　常　勤:    1　代表取締役　上原　 移動 現存
     １階 (薬       1)靖洋 平26. 6. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9101,4659,5 さんさん薬局 〒892-0817 099-219-7877有限会社　ハピベイス六反田　哲郎 平14. 8. 1調剤 薬局
     鹿児島市小川町１番９号 常　勤:    1　代表取締役　六反田 新規 現存
     (薬       1)　哲郎 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9201,4664,5 オアシス薬局 〒890-0007 099-218-0455株式会社　コーエー大上橋　和行 平14.11. 1調剤 薬局
     鹿児島市伊敷台２丁目１７番２０常　勤:    1洋薬品鹿児島販売　代 新規 現存
     号 (薬       1)表取締役　西　和寛 平26.11. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9301,4667,8 平和薬局 〒890-0054 099-253-9141有限会社　勝恵会　代池田　勝一郎 平15. 1. 1調剤 薬局
     鹿児島市荒田二丁目７４番２号 常　勤:    1表取締役　池田　勝一 交代 現存
     (薬       1)郎 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9401,4671,0 ヘルシー薬局　坂之上〒891-0150 099-210-9030有限会社　のぞみ調剤宮原　賢治 平15. 4. 2調剤 薬局
     店 鹿児島市坂之上６丁目１１番１９常　勤:    1薬局　代表取締役　岩 新規 現存
     号 (薬       1)田　洋海 平27. 4. 2
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   9501,4672,8 有限会社勝恵会，　第〒890-0063 099-214-4301有限会社勝恵会　代表北原　啓子 平15. 5. 1調剤 薬局
     二平和調剤薬局 鹿児島市鴨池一丁目１２番３２号常　勤:    1取締役　池田勝一郎 新規 現存
     (薬       1) 平27. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9601,4674,4 なかま薬局 〒890-0073 099-201-1580株式会社エムエフアイ清原　一樹 平15. 5. 1調剤 薬局
     鹿児島市宇宿７丁目１５番１５号常　勤:    3　代表取締役　藤原　 新規 現存
     (薬       3)正法 平27. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9701,4676,9 にかんばし通り薬局 〒892-0844 099-805-2580有限会社Ｏｆｆｉｃｅ鶴薗　秀子 平15. 7. 1調剤 薬局
     鹿児島市山之口町９番４３号 常　勤:    3樹林　取締役　鶴薗　 交代 現存
     (薬       3)秀子 平27. 7. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9801,4677,7 かじや町さくら薬局 〒892-0846 099-223-3671有限会社Ｏｆｆｉｃｅ山下　奈緒美 平15. 7. 1調剤 薬局
     鹿児島市加治屋町１３番３号 常　勤:    1樹林　取締役　鶴薗　 交代 現存
     (薬       1)秀子 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9901,4681,9 荒田八幡薬局 〒890-0056 099-213-4557有限会社ファーストメ恒吉　久美子 平15.10. 1調剤 薬局
     鹿児島市下荒田二丁目９番１６号常　勤:    1ディカルサービス　代 新規 現存
     (薬       1)表取締役　恒吉　久美 平27.10. 1
     非常勤:    3子
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10001,4683,5 タバタ薬局厚生市場店〒892-0847 099-805-0375有限会社　ハイルング桑水流　裕太 平15.11. 1調剤 薬局
     鹿児島市西千石町１３－１１ 常　勤:    1　代表取締役　田畑　 新規 現存
     (薬       1)光一 平27.11. 1
     非常勤:   12
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10101,4684,3 ひまわり薬局城西店 〒890-0026 099-263-8180有限会社マルタメディ板敷　美保 平16. 1. 1調剤 薬局
     鹿児島市原良一丁目７番１４号 常　勤:    2カル　代表取締役　丸 新規 現存
     (薬       2)田　兼元 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  10201,4685,0 有限会社すみれ調剤薬〒892-0828 099-224-4759有限会社すみれ調剤薬中原　貴子 平16. 3. 1調剤 薬局
     局 鹿児島市金生町１番６号 常　勤:    1局　取締役　小倉　修 新規 現存
     (薬       1)一 平28. 3. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10301,4689,2 ねむの木薬局 〒892-0816 099-227-0873有限会社　ねむの木薬庄島　智子 平16. 4. 1調剤 薬局
     鹿児島市山下町９番２６号 常　勤:    1局　代表取締役　庄島 新規 現存
     (薬       1)　智子 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10401,4690,0 清風薬局 〒892-0877 099-295-8886有限会社　優桜薬品　東郷　和彦 平16. 4. 1調剤 薬局
     鹿児島市吉野１丁目５番１０号 常　勤:    1代表取締役　東郷　和 新規 現存
     (薬       1)彦 平28. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10501,4692,6 鹿児島中央薬局 〒890-0046 099-286-0787有限会社　メディカル中嶋　一智 平16. 5. 1調剤 薬局
     鹿児島市西田一丁目５番地１５ 常　勤:    2オフィス中嶋　代表取 新規 現存
     (薬       2)締役　中嶋　一智 平28. 5. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10601,4694,2 マルノ薬局　鴨池店 〒890-0063 099-256-9111有限会社　マルノ薬局丸野　めぐみ 平16. 8. 1調剤 薬局
     鹿児島市鴨池一丁目１０番７号 常　勤:    2　代表取締役　丸野　 移動 現存
     (薬       2)桂太郎 平28. 8. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10701,4697,5 さつき調剤薬局 〒890-0043 099-206-8827有限会社　ＦＴメディ福德　真文 平16.10. 1調剤 薬局
     鹿児島市鷹師二丁目３番１９号 常　勤:    1カル　代表取締役　福 新規 現存
     (薬       1)德　真文 平28.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10801,4700,7 喜入薬局 〒891-0203 099-345-1913有限会社　鹿児島医療堀下　昂平 平 9. 6. 1調剤 薬局
     鹿児島市喜入町６０２９番地４ 常　勤:    3システム　代表取締役 新規 現存
     (薬       3)　堀下　昂平 平30. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10901,4701,5 有限会社　松元調剤薬〒899-2703 099-278-1142有限会社　松元調剤薬有馬　純章 平 3.11. 1調剤 薬局
     局 鹿児島市上谷口町２８６２ 常　勤:    3局　代表取締役　有馬 現存
     (薬       3)　純章 平24.11. 1
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  11001,4704,9 小松原薬局 〒891-0114 099-263-6277有限会社　さくらメデ大平　弘子 平16.12. 1調剤 薬局
     鹿児島市小松原二丁目２２番２０常　勤:    1ィカル　代表取締役　 新規 現存
     号 (薬       1)撫養　功 平28.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11101,4705,6 薬局ソレイユ有限会社〒890-0014 099-223-3966薬局ソレイユ有限会社新屋敷　美和子 平16.12. 1調剤 薬局
     鹿児島市草牟田二丁目５番１８号常　勤:    1　代表取締役　新屋敷 新規 現存
     (薬       1)　美和子 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11201,4706,4 エンジェル薬局 〒892-0871 099-295-7021有限会社　エンゼルウ窪見　貴代 平17. 1. 1調剤 薬局
     鹿児島市吉野町１４８６－２ 常　勤:    2イング　代表取締役　 新規 現存
     (薬       2)鎌田　みゆき 平29. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11301,4707,2 辻之堂薬局 〒891-0141 099-263-5885有限会社　トワメゾン伊瀬知　良 平17. 2. 1調剤 薬局
     鹿児島市谷山中央七丁目２番２号常　勤:    2　代表取締役　濵田　 新規 現存
     (薬       2)雄一郎 平29. 2. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11401,4711,4 松本調剤薬局いづろ店〒892-0822 099-219-1501有限会社　メディファ宮原　さおり 平17. 4. 1調剤 薬局
     鹿児島市泉町１２－５　尾込ビル常　勤:    1ム　代表取締役　松本 新規 現存
     １Ｆ (薬       1)　恭幸 平29. 4. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11501,4713,0 健美堂薬局　中山店 〒891-0105 099-263-5152有限会社　健美堂薬局小囿　優子 平17. 4. 1調剤 薬局
     鹿児島市中山町２１４０番地１ 常　勤:    1　代表取締役　川畑　 新規 現存
     (薬       1)紀健 平29. 4. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11601,4714,8 ゆう薬局 〒891-0116 099-269-5502株式会社　健光　代表上野　美鈴 平17. 4. 1調剤 薬局
     鹿児島市上福元町３９９９番地 常　勤:    1取締役　牧　克久 新規 現存
     (薬       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  11701,4716,3 平和市民薬局 〒892-0852 099-222-5770有限会社　メディカル英　智子 平17. 5. 1調剤 薬局
     鹿児島市下竜尾町１番１５号 常　勤:    1コーポレーション宇都 新規 現存
     (薬       1)　代表取締役　宇都　 平29. 5. 1
     非常勤:    6和治
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11801,4717,1 アトム薬局 〒892-0852 099-219-4055アリオス株式会社　代原﨑　大作 平17. 5. 1調剤 薬局
     鹿児島市下竜尾町２番２号 常　勤:    1表取締役　姶良　俊弘 新規 現存
     (薬       1) 平29. 5. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11901,4718,9 日本調剤　下竜尾薬局〒892-0852 099-219-5841日本調剤株式会社　代百﨑　宏美 平17. 5. 1調剤 薬局
     鹿児島市下竜尾町１－１３ 常　勤:    7表取締役　三津原　博 新規 現存
     (薬       7) 平29. 5. 1
     非常勤:   28
     (薬      28)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12001,4719,7 有限会社　アルカス調〒890-0056 099-286-0841有限会社　アルカス調加藤　眞 平17. 5. 1調剤 薬局
     剤薬局 鹿児島市下荒田二丁目７－７ 常　勤:    2剤薬局　代表取締役　 新規 現存
     (薬       2)加藤　眞 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12101,4721,3 セイコー薬局宇宿店 〒890-0073 099-284-0410セイコーメディカルブ鎌田　真紀子 平17. 6. 1調剤 薬局
     鹿児島市宇宿一丁目３番１３号 常　勤:    1レーン株式会社　代表 新規 現存
     (薬       1)取締役　岩井堂　政裕 平29. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12201,4723,9 そうごう薬局　市役所〒892-0816 099-216-9161総合メディカル株式会澤田　めぐみ 平17. 7. 1調剤 薬局
     通店 鹿児島市山下町１２番地３６ 常　勤:    1社　代表取締役　坂本 移動 現存
     (薬       1)　賢治 平29. 7. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12301,4724,7 とまと薬局 〒891-0114 099-269-8450株式会社　とまとステ髙城　俊一 平17. 7. 1調剤 薬局
     鹿児島市小松原二丁目１１番７号常　勤:    6ーション　代表取締役 組織変更 現存
     (薬       6)　小笹　忠彦 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表［鹿児島県］

［平成30年 6月 1日現在　薬局　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成    17 頁

  12401,4725,4 さと薬局　皷川店 〒892-0807 099-248-5425有限会社　いさむメデ屋久　由美子 平17. 9. 1調剤 薬局
     鹿児島市皷川町３番２１号 常　勤:    1ィカル　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)東　勇一 平29. 9. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12501,4726,2 すばる薬局 〒892-0825 099-239-2843有限会社　すばる薬局谷口　欣平 平17. 9. 1調剤 薬局
     鹿児島市大黒町１番１５号 常　勤:    1　代表取締役　谷口　 移動 現存
     (薬       1)欣平 平29. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12601,4734,6 こぐま薬局 〒891-0143 099-263-6777株式会社　ツール・ド福留　舞 平17.11.15調剤 薬局
     鹿児島市和田一丁目１８－２３－常　勤:    1・メディケーション　 新規 現存
     １０２号 (薬       1)代表取締役　原口　憲 平29.11.15
     非常勤:    3顕
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12701,4735,3 松本調剤薬局 〒892-0823 099-224-9813有限会社　メディファ井料　千賀子 平17.12. 5調剤 薬局
     鹿児島市住吉町３－１８ 常　勤:    1ム　代表取締役　松本 移動 現存
     (薬       1)　恭幸 平29.12. 5
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12801,4740,3 はぐくみ薬局 〒891-0113 099-268-4851藤本　剛明 藤本　剛明 平18. 2. 1調剤 薬局
     鹿児島市東谷山二丁目４０番１６常　勤:    2 新規 現存
     号 (薬       2) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12901,4741,1 しあわせ調剤薬局 〒890-0002 099-218-2224有限会社　デゼレトフ佐野　剛史 平18. 2. 1調剤 薬局
     鹿児島市西伊敷三丁目１８－６ 常　勤:    1ァーマシー　代表取締 新規 現存
     (薬       1)役　佐野　剛史 平30. 2. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13001,4742,9 ゆうゆう薬局　紫原店〒890-0082 099-257-0234ファルマコム株式会社湯田　亮介 平18. 3. 1調剤 薬局
     鹿児島市紫原二丁目１３番８号 常　勤:    1　代表取締役　上原　 新規 現存
     (薬       1)靖洋 平30. 3. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  13101,4743,7 ゆうゆう薬局　上町店〒892-0852 099-226-9221ファルマコム株式会社松川　知羽 平18. 3. 1調剤 薬局
     鹿児島市下竜尾町１番１０号 常　勤:    5　代表取締役　上原　 新規 現存
     (薬       5)靖洋 平30. 3. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13201,4744,5 リオ薬局 〒892-0871 099-295-7080有限会社　フロム薬局福留　真紀子 平18. 3. 1調剤 薬局
     鹿児島市吉野町１７７４番地 常　勤:    1　代表取締役　宮脇　 新規 現存
     (薬       1)厳 平30. 3. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13301,4745,2 鹿児島市薬剤師会夜間〒890-0063 099-206-2811公益社団法人　鹿児島寳來　典恵 平18. 4. 1調剤 薬局
     救急薬局 鹿児島市鴨池二丁目２２－１８ 常　勤:    1市薬剤師会　会長　谷 移動 現存
     (薬       1)口　欣平 平30. 4. 1
     非常勤:   84
     (薬      84)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13401,4748,6 パパイヤ薬局 〒890-0053 099-812-8885有限会社　クララリエ守屋　昌子 平18. 5. 1調剤 薬局
     鹿児島市中央町３６－１２－１Ｆ常　勤:    1ゾン　取締役　松原　 新規 現存
     (薬       1)隆 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13501,4751,0 星ヶ峯調剤薬局 〒891-0102 099-821-7966有限会社　フラスコ　林　真生 平18. 6. 1調剤 薬局
     鹿児島市星ケ峯４丁目２番１１号常　勤:    1代表取締役　東峯　洋 新規 現存
     (薬       1) 平30. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13601,4752,8 まちだ調剤薬局 〒890-0056 099-206-5575有限会社　まちだ調剤町田　佳代子 平18. 7. 1調剤 薬局
     鹿児島市下荒田３丁目１７番２２常　勤:    1薬局　代表取締役　町 移動 現存
     号 (薬       1)田　佳代子 平24. 7. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13701,4756,9 にしぞの薬局 〒890-0082 099-255-6441株式会社　さくらホス中俣　裕子 平18.10. 1調剤 薬局
     鹿児島市紫原７丁目１４番１号 常　勤:    1メディカル　代表取締 新規 現存
     (薬       1)役　津田　かおり 平24.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  13801,4757,7 たまざと調剤薬局 〒890-0014 099-225-6145株式会社　フォーシス新塘　里奈 平18.11. 1調剤 薬局
     鹿児島市草牟田二丁目２８番１０常　勤:    1ターズ　代表取締役　 新規 現存
     号 (薬       1)岡村　智美 平24.11. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13901,4758,5 オレンジ薬局 〒890-0045 099-214-3421有限会社　エイエムメ阿多　貴子 平18.11. 1調剤 薬局
     鹿児島市武二丁目３４－２ 常　勤:    5ディカル　代表取締役 新規 現存
     (薬       5)　川本　忠男 平24.11. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14001,4759,3 とまと薬局　長田店 〒892-0854 099-219-9841株式会社　とまとステ西山　雄平 平18.11. 1調剤 薬局
     鹿児島市長田町１６番７ 常　勤:    2ーション　代表取締役 新規 現存
     (薬       2)　小笹　忠彦 平24.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14101,4760,1 すずらん薬局　長田店〒892-0854 099-222-0171有限会社　メディカル榎本　久代 平18.11. 1調剤 薬局
     鹿児島市長田町１６－６ 常　勤:    1コーポレーション宇都 新規 現存
     (薬       1)　代表取締役　宇都　 平24.11. 1
     非常勤:    5和治
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14201,4762,7 しんやしき薬局 〒892-0838 099-224-6942有限会社　松崎　代表渡邊　夕紀子 平19. 1. 1調剤 薬局
     鹿児島市新屋敷町２番５号村野タ常　勤:    2取締役　松﨑　裕充 新規 現存
     イルビル１Ｆ (薬       2) 平25. 1. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14301,4763,5 清心薬局 〒891-0113 099-267-8621株式会社　さくらホス鮫島　久美子 平19. 1. 7調剤 薬局
     鹿児島市東谷山三丁目２５番１５常　勤:    1メディカル　代表取締 移動 現存
     号 (薬       1)役　津田　かおり 平25. 1. 7
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14401,4768,4 友愛調剤薬局 〒892-0811 099-220-1647有限会社　ビーダブル大西　美佐子 平19. 3. 1調剤 薬局
     鹿児島市玉里団地３丁目２６番地常　勤:    2エム　代表取締役　大 新規 現存
     １１号 (薬       2)西　美佐子 平25. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  14501,4770,0 スター調剤薬局 〒891-0143 099-260-9710有限会社　白男川薬局白男川　賢治 平19. 4. 1調剤 薬局
     鹿児島市和田二丁目２１番１９号常　勤:    2　白男川　賢治 新規 現存
     (薬       2) 平25. 4. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14601,4773,4 天保山調剤薬局 〒890-0061 099-206-6623株式会社　ツール・ド井ノ上　由紀子 平19. 6. 1調剤 薬局
     鹿児島市天保山町２１番１６号 常　勤:    1・メディケーション　 新規 現存
     (薬       1)代表取締役　原口　憲 平25. 6. 1
     非常勤:   15顕
     (薬      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14701,4774,2 森薬局 〒891-0141 099-269-0720森　一郎 森　昭雄 平19. 6. 1調剤 薬局
     鹿児島市谷山中央５丁目９－１０常　勤:    1 交代 現存
     (薬       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14801,4777,5 もりやま橋薬局 〒890-0073 099-264-2842株式会社　タイトーメ上園　裕之 平19. 7. 1調剤 薬局
     鹿児島市宇宿８丁目１７－２ 常　勤:    1ディカル　代表取締役 新規 現存
     (薬       1)　新原　郁子 平25. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14901,4779,1 あさひ薬局　田上店 〒890-0034 099-806-5900有限会社　あさひ薬局伊比　ともみ 平19. 8. 1調剤 薬局
     鹿児島市田上２丁目１６－１７ 常　勤:    1　代表取締役　伊比　 新規 現存
     (薬       1)誠 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15001,4783,3 ぴかり薬局 〒890-0046 099-254-2060有限会社　丸一産業　三品　拓也 平19.10. 1調剤 薬局
     鹿児島市西田二丁目１５番２３ 常　勤:    1代表取締役　山之内　 新規 現存
     (薬       1)一秀 平25.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15101,4789,0 武岡調剤薬局 〒890-0031 099-806-8300株式会社　プライマリ池田　雄太 平19.12. 1調剤 薬局
     鹿児島市武岡二丁目２８番地２ 常　勤:    2ケア　代表取締役　池 新規 現存
     (薬       2)田　雄太 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15201,4792,4 八善調剤薬局 〒892-0842 099-822-1177有限会社　八善　代表南　皇侍 平20. 2. 2調剤 薬局
     鹿児島市東千石町１３－８－２Ｆ常　勤:    1取締役　南　皇侍 新規 現存
     (薬       1) 平26. 2. 2
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  15301,4794,0 石井薬局株式会社 〒890-0034 099-252-5068石井薬局株式会社　代石井　龍一 平20. 2.12調剤 薬局
     鹿児島市田上二丁目１５番１０号常　勤:    3表取締役　石井　龍一 移動 現存
     (薬       3) 平26. 2.12
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15401,4798,1 みずほ通り・さくら薬〒890-0055 099-214-3971株式会社　Ｂ．ウィズ榊原　祥子 平20. 4. 1調剤 薬局
     局 鹿児島市上荒田町２５番１２号 常　勤:    5　代表取締役　鶴薗　 新規 現存
     (薬       5)秀子 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15501,4804,7 ＪＲ九州ドラッグイレ〒890-0008 099-246-1885ＪＲ九州ドラッグイレ龍寳　晃一 平20. 9.16調剤 薬局
     ブン薬局　伊敷梅ヶ渕鹿児島市伊敷六丁目１７番１号 常　勤:    1ブン株式会社　代表取 新規 現存
     店 (薬       1)締役　今林　泰 平26. 9.16
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15601,4805,4 かきぞの薬局　易居町〒892-0815 099-219-5733株式会社　Ｋーｐｈａ柿薗　浩一 平20. 9. 1調剤 薬局
     店 鹿児島市易居町６番１０号 常　勤:    1ｒｍａｃｙ　代表取締 組織変更 現存
     (薬       1)役　柿薗　敦朗 平26. 9. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15701,4806,2 漢方のオリーブ堂薬局〒892-0828 099-222-5072株式会社　武薬品　代武　柳子 平20.10. 1調剤 薬局
     鹿児島市金生町１番９号 常　勤:    1表取締役　武　昭一 移動 現存
     (薬       1) 平26.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15801,4808,8 たいよう薬局 〒891-0150 099-262-2838有限会社　福元薬局　田中　倫太郎 平20.10. 1調剤 薬局
     鹿児島市坂之上四丁目５番５号 常　勤:    1代表取締役　沼田　真 新規 現存
     (薬       1)由美 平26.10. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15901,4811,2 かきぞの薬局　吉野店〒892-0871 099-295-7319株式会社　Ｋ‐ｐｈａ柿薗　敦朗 平20.10. 1調剤 薬局
     鹿児島市吉野町７１９－１４ 常　勤:    1ｒｍａｃｙ　代表取締 新規 現存
     (薬       1)役　柿薗　敦朗 平26.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  16001,4812,0 マリンバ調剤薬局 〒892-0842 099-822-0080株式会社　サティスフ古藤　純子 平20.10. 1調剤 薬局
     鹿児島市東千石町２番１４号プレ常　勤:    3ァーマ　代表取締役　 移動 現存
     ール東千石１０１号 (薬       3)小倉　義広 平26.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16101,4813,8 きんせい薬局 〒892-0842 099-227-5601株式会社　ニック　代牧　三枝子 平20.10. 1調剤 薬局
     鹿児島市東千石町３番１０号 常　勤:    1表取締役　吉川　正男 新規 現存
     (薬       1) 平26.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16201,4815,3 花水木薬局 〒890-0052 099-208-3320株式会社ツールド・メ坂本　朋子 平20.11. 1調剤 薬局
     鹿児島市上之園町６－９ 常　勤:    1ディケーション　代表 新規 現存
     (薬       1)取締役　原口　憲顕 平26.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16301,4817,9 きりん薬局 〒890-0069 099-263-8101株式会社　エスハート飯山　直樹 平20.12. 1調剤 薬局
     鹿児島市南郡元町６番１６号　１常　勤:    2　代表取締役　鈴木　 新規 現存
     ０３号室 (薬       2)直樹 平26.12. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16401,4818,7 れいめい薬局　中央店〒890-0053 099-208-5111株式会社　れいめいメ田中　康一郎 平20.12. 1調剤 薬局
     鹿児島市中央町６番８号　メディ常　勤:    1ディカル　代表取締役 新規 現存
     カルプラザ中央１Ｆ (薬       1)　福﨑　泰史 平26.12. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16501,4819,5 紫原あじさい薬局 〒890-0082 099-250-3077株式会社ＭＡメディカ田中　宏樹 平20.12. 1調剤 薬局
     鹿児島市紫原一丁目４７－３ 常　勤:    1ル　代表取締役　上水 新規 現存
     (薬       1)口　幸夫 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16601,4820,3 たいよう薬局　上塩屋〒891-0113 099-806-5155有限会社　福元薬局　西留　佐和子 平20.12. 1調剤 薬局
     鹿児島市東谷山１丁目５８番１１常　勤:    1代表取締役　沼田　真 新規 現存
     号 (薬       1)由美 平26.12. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16701,4821,1 いるか薬局 〒892-0871 099-295-7360プレイン株式会社　代湯川　久信 平21. 1. 1調剤 薬局
     鹿児島市吉野町５１３４番１ 常　勤:    1表取締役　原　一徳 新規 現存
     (薬       1) 平27. 1. 1
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  16801,4824,5 白男川薬局　中央駅店〒890-0046 099-255-7208有限会社　白男川薬局上釜　唱子 平21. 3. 1調剤 薬局
     鹿児島市西田２丁目２８番地１０常　勤:    1　白男川　賢治 新規 現存
     号　１階 (薬       1) 平27. 3. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16901,4825,2 西陵薬局 〒890-0032 099-208-8600ブレストメディカル株中丸　徹一 平21. 3. 1調剤 薬局
     鹿児島市西陵２丁目１－２０ 常　勤:    1式会社　代表取締役　 組織変更 現存
     (薬       1)中丸　徹一 平27. 3. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17001,4828,6 とまと薬局　小川店 〒892-0817 099-201-6336株式会社　大　代表取八重倉　勇 平21. 4. 1調剤 薬局
     鹿児島市小川町２２番６号 常　勤:    4締役　　有馬　政和 新規 現存
     (薬       4) 平27. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17101,4832,8 ドゥ・ラポール薬局 〒892-0844 099-216-2201有限会社　二矢メディ肥後　ちとせ 平21. 4. 1調剤 薬局
     鹿児島市山之口町１－７　南海貿常　勤:    2カル　代表取締役　佐 新規 現存
     易センタービル１Ｆ (薬       2)々木　量由 平27. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17201,4833,6 カゴシマ薬局　玉江店〒890-0005 099-224-2077有限会社ＢＣＳメディ亀之園　剛 平21. 6. 1調剤 薬局
     鹿児島市下伊敷１丁目５番１０号常　勤:    1カル　代表取締役　桑 新規 現存
     　片岡ビル１Ｆ (薬       1)畑　剛寿 平27. 6. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17301,4834,4 南日本薬剤センター薬〒892-0871 099-210-7650株式会社　南日本薬剤紙屋　周一郎 平21. 7. 1調剤 薬局
     局　吉野店 鹿児島市吉野町２３８１番地４ 常　勤:    1センター　代表取締役 新規 現存
     (薬       1)　岩元　正義 平27. 7. 1
     非常勤:   15
     (薬      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17401,4835,1 マリンバ調剤薬局　武〒890-0045 099-297-5068株式会社　サティスフ濱崎　晴子 平21. 7. 1調剤 薬局
     店 鹿児島市武一丁目２７番２号　白常　勤:    2ァーマ　代表取締役　 新規 現存
     川マンション１Ｆ (薬       2)小倉　義広 平27. 7. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  17501,4836,9 鶴丸調剤薬局　南鹿児〒891-0114 099-266-6850株式会社　鶴丸調剤薬岩﨑　周志 平21. 7.21調剤 薬局
     島店 鹿児島市小松原二丁目３６番５号常　勤:    4局　代表取締役　濵脇 移動 現存
     (薬       4)　義次 平27. 7.21
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17601,4845,0 木の葉薬局 〒890-0034 099-250-8200株式会社　ツール・ド青木　尚美 平21.12. 1調剤 薬局
     鹿児島市田上三丁目１２番８号 常　勤:    2・メディケーション　 新規 現存
     (薬       2)代表取締役　原口　憲 平27.12. 1
     非常勤:   17顕
     (薬      17)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17701,4847,6 なでしこ薬局 〒890-0073 099-213-5501アリオス株式会社　代森田　喜美惠 平21.12. 1調剤 薬局
     鹿児島市宇宿３丁目５４番１７号常　勤:    1表取締役　姶良　俊弘 新規 現存
     (薬       1) 平27.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17801,4848,4 てんまち薬局 〒892-0841 099-223-4543株式会社　つかさ薬品牧瀬　智恵子 平22. 1. 1調剤 薬局
     鹿児島市照国町２－１６　トレゾ常　勤:    1　代表取締役　重久　 移動 現存
     ールビル１－Ａ (薬       1)宰 平28. 1. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17901,4853,4 よつば調剤薬局 〒892-0805 099-248-7188株式会社　フォーシス鮫島　綾子 平22. 4. 1調剤 薬局
     鹿児島市大竜町５番１０号 常　勤:    1ターズ　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)岡村　智美 平28. 4. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18001,4854,2 せせらぎ調剤薬局 〒892-0833 099-226-0762有限会社　ビーダブル山ノ内　由貴恵 平22. 4. 1調剤 薬局
     鹿児島市松原町１４番３１号 常　勤:    1エム　代表取締役　大 移動 現存
     (薬       1)西　美佐子 平28. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18101,4856,7 わかば薬局　喜入店 〒891-0203 099-345-3604有限会社　ピュアメデ松元　徳二 平22. 5. 1調剤 薬局
     鹿児島市喜入町６９７３番１ 常　勤:    1ィカル　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)藤原　義美 平28. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  18201,4862,5 なぎさ薬局 〒890-0064 099-812-6017株式会社　メディルー吉﨑　彩子 平22. 7. 1調剤 薬局
     鹿児島市鴨池新町１１－２６ 常　勤:    3チェ　代表取締役　渡 新規 現存
     (薬       3)邊　信人 平28. 7. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18301,4864,1 若葉薬局 〒890-0052 099-298-1103株式会社　ツール・ド髙橋　海渡 平22. 7. 1調剤 薬局
     鹿児島市上之園町３４－２０－１常　勤:    1・メディケーション　 新規 現存
     ０２号 (薬       1)代表取締役　原口　憲 平28. 7. 1
     非常勤:    5顕
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18401,4866,6 しらかわ薬局　与次郎〒890-0062 099-286-1511有限会社　ドラッグし白川　芳仁 平22. 7. 1調剤 薬局
     店 鹿児島市与次郎１－３－１０ 常　勤:    1らかわ　代表取締役　 組織変更 現存
     (薬       1)白川　芳仁 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18501,4868,2 なのはな薬局 〒890-0063 099-296-1293株式会社　平田薬品　平田　俊明 平22.10. 1調剤 薬局
     鹿児島市鴨池二丁目８番３号 常　勤:    3代表取締役　平田　俊 新規 現存
     (薬       3)明 平28.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18601,4869,0 ドルフィン薬局 〒892-0828 099-221-1180株式会社　ツールド・簗瀬　志穂 平22.10. 1調剤 薬局
     鹿児島市金生町６番９号３Ｆ 常　勤:    1メディケーション　代 移動 現存
     (薬       1)表取締役　原口　憲顕 平28.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18701,4871,6 あい薬局 〒891-0113 099-284-9295有限会社　中央薬品　福山　誠 平22.11. 1調剤 薬局
     鹿児島市東谷山四丁目３２－１ 常　勤:    2代表取締役　福山　徹 新規 現存
     (薬       2) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18801,4872,4 みやこ調剤薬局 〒892-0875 099-248-8272株式会社　ＡＯＩ　代芳田　由美 平22.11. 1調剤 薬局
     鹿児島市川上町２７５０番地１０常　勤:    2表取締役　上野　省三 新規 現存
     (薬       2) 平28.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18901,4873,2 ゆうゆう薬局　玉里団〒892-0811 099-229-2122ファルマコム　株式会丸尾　啓太 平22.11. 1調剤 薬局
     地店 鹿児島市玉里団地二丁目４番９号常　勤:    2社　代表取締役　上原 新規 現存
     (薬       2)　靖洋 平28.11. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
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  19001,4876,5 もみじ薬局 〒890-0014 099-222-4408有限会社　ジン　代表島内　祐一郎 平23. 2. 1調剤 薬局
     鹿児島市草牟田二丁目１３番１９常　勤:    5取締役　吉重　康朗 移動 現存
     号 (薬       5) 平29. 2. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19101,4878,1 よしの薬局 〒892-0871 099-201-4696有限会社　いわもと　岩元　太亮 平23. 3. 1調剤 薬局
     鹿児島市吉野町５３７４－５ 常　勤:    1代表取締役　岩元　良 組織変更 現存
     (薬       1)伸 平29. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19201,4879,9 ヘルシーウェル薬局　〒890-0042 099-258-8045株式会社　ユーライフ磯脇　圭子 平23. 3. 1調剤 薬局
     薬師店 鹿児島市薬師二丁目１８番１９号常　勤:    1　代表取締役　磯脇　 新規 現存
     (薬       1)克郎 平29. 3. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19301,4880,7 高見馬場薬局 〒892-0844 099-239-5511ＰＡＮＡＣＥＡ　株式二木　ひとみ 平23. 3. 1調剤 薬局
     鹿児島市山之口町１番１５号ＥＰ常　勤:    1会社　代表取締役　湯 新規 現存
     鹿児島ビル１階 (薬       1)川　修 平29. 3. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19401,4881,5 まさご五大薬局 〒890-0066 099-297-4193株式会社　五大　代表坂上　恵子 平23. 3. 1調剤 薬局
     鹿児島市真砂町３４番３号 常　勤:    1取締役　岩切　亮 新規 現存
     (薬       1) 平29. 3. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19501,4882,3 いきいき薬局 〒891-0141 099-298-1107プレイン株式会社　代白澤　暢寂 平23. 3. 1調剤 薬局
     鹿児島市谷山中央一丁目４３６１常　勤:    1表取締役　原　一徳 移動 現存
     マンションインペリアル１０２号(薬       1) 平29. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19601,4883,1 西田調剤薬局 〒890-0046 099-296-1010株式会社　コンフォー荒武　寿美子 平23. 4. 1調剤 薬局
     鹿児島市西田一丁目１７番地２ 常　勤:    2ト　代表取締役　荒武 新規 現存
     (薬       2)　安彦 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  19701,4885,6 坂之上調剤薬局 〒891-0150 099-263-0551株式会社　メイファー前村　克彦 平23. 5. 1調剤 薬局
     鹿児島市坂之上六丁目６番１５号常　勤:    1マシー　代表取締役　 組織変更 現存
     (薬       1)小林　正喜 平29. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19801,4886,4 玉里つばめ薬局 〒890-0005 099-227-1229株式会社　メイファー肥後　桂子 平23. 5. 1調剤 薬局
     鹿児島市下伊敷一丁目１１番１０常　勤:    1マシー　代表取締役　 組織変更 現存
     号 (薬       1)小林　正喜 平29. 5. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19901,4887,2 荒田つばめ薬局 〒890-0055 099-213-5601株式会社　メイファー鬼塚　裕子 平23. 5. 1調剤 薬局
     鹿児島市上荒田町８番１１号 常　勤:    1マシー　代表取締役　 組織変更 現存
     (薬       1)小林　正喜 平29. 5. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20001,4888,0 つばめ調剤薬局 〒891-0143 099-263-5881株式会社　メイファー和田　純一郎 平23. 5. 1調剤 薬局
     鹿児島市和田一丁目４５番８号 常　勤:    1マシー　代表取締役　 組織変更 現存
     (薬       1)小林　正喜 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20101,4889,8 有限会社　錦江薬局 〒891-0151 099-261-5591有限会社　錦江薬局　永野　一徳 平23. 6. 1調剤 薬局
     鹿児島市光山１丁目１番３３号 常　勤:    1代表取締役　原　浩一 新規 現存
     (薬       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20201,4893,0 タバタ薬局 〒890-0005 099-220-1433有限会社　ハイルング前薗　裕美 平23. 9. 1調剤 薬局
     鹿児島市下伊敷一丁目４３番５号常　勤:    3　代表取締役　田畑　 移動 現存
     (薬       3)光一 平29. 9. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20301,4895,5 薬局　ジャックのおく〒891-0105 099-296-9230株式会社　サティスフ幸田　華愛 平23.12. 1調剤 薬局
     すりやさん 鹿児島市中山町２１７６番地２ 常　勤:    4ァーマ　代表取締役　 新規 現存
     (薬       4)小倉　義広 平29.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20401,4896,3 竜星薬局 〒892-0842 099-248-9555株式会社　ツール・ド尾立　安代 平24. 2. 1調剤 薬局
     鹿児島市東千石町３番４１号キャ常　勤:    1・メディケーション　 新規 現存
     パルボビル４Ｆ (薬       1)代表取締役　原口　憲 平30. 2. 1
     非常勤:    2顕
     (薬       2)
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  20501,4897,1 シルキー薬局 〒890-0054 099-297-4541株式会社　マトリック有村　洋一 平24. 3.12調剤 薬局
     鹿児島市荒田２丁目４３番８号Ｍ常　勤:    1ス　代表取締役　有村 移動 現存
     Ｃ　ＤＥＳＩＧＮ　ＢＬＤＧ．１(薬       1)　洋一 平30. 3.12
     ００号室 非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20601,4898,9 呉服町薬局 〒892-0826 099-226-7075アルゴーファーマ株式小倉　修一 平24. 4. 1調剤 薬局
     鹿児島市呉服町５番７号　長谷川常　勤:    1会社　代表取締役　小 組織変更 現存
     ビル１Ｆ (薬       1)倉　修一 平30. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20701,4899,7 上之園薬局 〒890-0052 099-210-5602株式会社　健光　代表篠原　大志 平24. 4. 1調剤 薬局
     鹿児島市上之園町１７番２号 常　勤:    1取締役　牧　克久 新規 現存
     (薬       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20801,4913,6 ナポリ通り薬局 〒890-0052 099-213-1171株式会社　ＣＩＲＣＬ井川　潤子 平24. 4. 1調剤 薬局
     鹿児島市上之園町１０番３号１０常　勤:    1Ｅ　代表取締役　中島 新規 現存
     １ (薬       1)　広智 平30. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20901,4914,4 マハロ薬局 〒890-0053 099-210-5281株式会社　ツール・ド森　裕介 平24. 4. 1調剤 薬局
     鹿児島市中央町４－３４－５０１常　勤:    1・メディケーション　 新規 現存
     号 (薬       1)代表取締役　原口　憲 平30. 4. 1
     非常勤:    4顕
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21001,4915,1 ヘルシー薬局　呉服本〒892-0826 099-248-9770有限会社　のぞみ調剤ミューラー　真弓 平24. 4. 1調剤 薬局
     通り店 鹿児島市呉服町２－１４ 常　勤:    1薬局　代表取締役　岩 新規 現存
     (薬       1)田　洋海 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21101,4916,9 りぼん薬局 〒890-0053 099-202-0877株式会社　フォーシス白濱　昌代 平24. 5. 1調剤 薬局
     鹿児島市中央町１１番地鹿児島中常　勤:    1ターズ　代表取締役　 新規 現存
     央ターミナルビル２Ｆ (薬       1)岡村　智美 平30. 5. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  21201,4921,9 はるやま薬局 〒899-2704 099-278-5870株式会社　村薬局　代城村　等 平24. 6. 1調剤 薬局
     鹿児島市春山町１９１９－１ 常　勤:    1表取締役　城村　美智 新規 現存
     (薬       1)子 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21301,4924,3 ワダ薬局 〒891-0143 099-802-1246有限会社　タイヨウコ中野　賢 平24. 7. 1調剤 薬局
     鹿児島市和田三丁目３０番１号 常　勤:    1ウシ　代表取締役　中 新規 現存
     (薬       1)野　賢 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21401,4925,0 一番街薬局 〒890-0053 099-255-9807株式会社　プラチナ・桑野　康一 平24. 7. 1調剤 薬局
     鹿児島市中央町２３番地２１アエ常　勤:    1ファーマシー　代表取 新規 現存
     ールタワー２０３－２ (薬       1)締役　宮島　露子 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21501,4926,8 ゆうゆう薬局　荒田店〒890-0054 099-801-4747ファルマコム　株式会古川　哲平 平24. 9. 1調剤 薬局
     鹿児島市荒田１丁目１２番１号 常　勤:    2社　代表取締役　上原 交代 現存
     (薬       2)　靖洋 平24. 9. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21601,4927,6 ゆうゆう薬局　脇田店〒890-0073 099-255-8772ファルマコム株式会社山之内　孝 平24.10. 1調剤 薬局
     鹿児島市宇宿３丁目２９番地５ 常　勤:    1　代表取締役　上原　 新規 現存
     (薬       1)靖洋 平24.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21701,4928,4 プラス薬局 〒890-0005 099-295-4500プラス薬局　株式会社武　恭昭 平24.10. 1調剤 薬局
     鹿児島市下伊敷二丁目４番１７号常　勤:    4　代表取締役　武　恭 新規 現存
     (薬       4)昭 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21801,4929,2 れいめい薬局　慈眼寺〒891-0141 099-204-0345株式会社　れいめいメ藤﨑　郁乃 平24.10. 1調剤 薬局
     店 鹿児島市谷山中央六丁目２３ー１常　勤:    1ディカル　代表取締役 新規 現存
     ２ (薬       1)　福﨑　泰史 平24.10. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21901,4930,0 つむぎ薬局 〒890-0068 099-204-0077有限会社　メディ・フ上荒磯　理子 平24.11. 1調剤 薬局
     鹿児島市東郡元町５－１５ 常　勤:    1ラワー　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)渡邊　信人 平24.11. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表［鹿児島県］

［平成30年 6月 1日現在　薬局　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成    30 頁

  22001,4931,8 くるる薬局 〒890-0067 099-204-0966有限会社　丸一産業　德持　史紀 平24.11. 1調剤 薬局
     鹿児島市真砂本町２７番１ 常　勤:    1代表取締役　山之内　 新規 現存
     (薬       1)一秀 平24.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22101,4932,6 マゼンタ薬局 〒892-0816 099-248-9595有限会社　マサキ　代池畑　恭子 平24.12. 1調剤 薬局
     鹿児島市山下町９番１号　チャイ常　勤:    3表取締役　池畑　恭子 組織変更 現存
     ムズビル４Ｆ (薬       3) 平24.12. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22201,4933,4 ローズ薬局 〒890-0066 099-801-6105株式会社　ウエルカム山下　りえ 平24.12. 1調剤 薬局
     鹿児島市真砂町２－１９ 常　勤:    1　代表取締役　寳來　 組織変更 現存
     (薬       1)良治 平24.12. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22301,4935,9 ラポール薬局 〒892-0847 099-219-7371有限会社　二矢メディ西元　浩一郎 平25. 2. 1調剤 薬局
     鹿児島市西千石町１６－１２　ボ常　勤:    3カル　代表取締役　佐 移動 現存
     ナンザ西千石１Ｆ (薬       3)々木　量由 平25. 2. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22401,4937,5 サザン薬局 〒890-0014 099-223-6339合同会社　サザン薬局南　映子 平25. 2. 1調剤 薬局
     鹿児島市草牟田二丁目７番１３号常　勤:    2　代表社員　南　研郎 新規 現存
     (薬       2) 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22501,4939,1 ミドリ薬局　堀江町店〒892-0824 099-213-9033株式会社エフエム　代百﨑　栄一 平25. 3. 1調剤 薬局
     鹿児島市堀江町７－１１　１Ｆ 常　勤:    1表取締役　百﨑　佐世 新規 現存
     (薬       1)子 平25. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22601,4940,9 さかもと薬局　Ａコー〒891-0175 099-265-0170株式会社大信薬局　代竹井　昌嗣 平25. 2.20調剤 薬局
     プ　桜ヶ丘店 鹿児島市桜ケ丘四丁目１番１３号常　勤:    1表取締役　吉村　企右 組織変更 現存
     Ａコープ桜ヶ丘店内 (薬       1) 平25. 2.20
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  22701,4941,7 アルモニー薬局 〒892-0816 099-227-0017ＰＡＮＡＣＥＡ株式会野添　さとみ 平25. 4. 1調剤 薬局
     鹿児島市山下町８番１号１Ｆ 常　勤:    2社　代表取締役　湯川 新規 現存
     (薬       2)　修 平25. 4. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22801,4942,5 鹿児島中央福元薬局 〒890-0053 099-204-9696有限会社福元薬局　代原田　佳乃 平25. 4. 1調剤 薬局
     鹿児島市中央町９番９号 常　勤:    2表取締役　沼田　真由 新規 現存
     (薬       2)美 平25. 4. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22901,4943,3 ミント調剤薬局 〒892-0842 099-223-2300有限会社メディカルク福山　まき子 平25. 4. 1調剤 薬局
     鹿児島市東千石町１－１　第８川常　勤:    1リア　代表取締役　西 新規 現存
     北ビル２Ｆ (薬       1)田　重幸 平25. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23001,4944,1 マリンバ調剤薬局　郡〒890-0065 099-252-2355株式会社サティスファ平瀬　葉子 平25. 5. 1調剤 薬局
     元店 鹿児島市郡元三丁目３番１４号　常　勤:    4ーマ　代表取締役　小 新規 現存
     東ビル１Ｆ (薬       4)倉　義広 平25. 5. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23101,4946,6 康心薬局　大竜店 〒892-0805 099-248-3388株式会社さくらホスメ下原　葉子 平25. 6. 1 薬局
     鹿児島市大竜町７番１０号シャト常　勤:    1ディカル　代表取締役 新規 現存
     ーレ大竜１Ｆ (薬       1)　津田　かおり 平25. 6. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23201,4947,4 サニー薬局 〒892-0871 099-246-3266株式会社健光　代表取丸井　敏幸 平25. 7. 1調剤 薬局
     鹿児島市吉野町３０７３－１４６常　勤:    1締役　牧　克久 新規 現存
     (薬       1) 平25. 7. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23301,4949,0 ふれあい薬局 〒890-0005 099-220-2700株式会社　メディカル八木　陽子 平25. 8. 1調剤 薬局
     鹿児島市下伊敷１丁目２４番１３常　勤:    1Ｋ　代表取締役　築　 新規 現存
     号 (薬       1)恵一 平25. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  23401,4950,8 にこにこ市民薬局 〒890-0055 099-210-5016有限会社　メディカル迫　裕弥 平25. 8. 1調剤 薬局
     鹿児島市上荒田町２９－２５ 常　勤:    1コーポレーション宇都 新規 現存
     (薬       1)　代表取締役　宇都　 平25. 8. 1
     非常勤:    5和治
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23501,4951,6 アイケア薬局 〒892-0842 099-248-8238有限会社　白男川薬局村山　優佳 平25. 9. 1調剤 薬局
     鹿児島市東千石町２０番１０号 常　勤:    1　白男川　賢治 組織変更 現存
     (薬       1) 平25. 9. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23601,4952,4 ケンコー堂薬局 〒890-0073 099-265-0868株式会社　サティスフ野々村　恵 平25. 9. 1調剤 薬局
     鹿児島市宇宿四丁目３９番１号 常　勤:    1ァーマ　代表取締役　 組織変更 現存
     (薬       1)小倉　義広 平25. 9. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23701,4953,2 マリンバ調剤薬局　宇〒890-0073 099-286-6773株式会社　サティスフ宮内　昭衣 平25. 9. 1調剤 薬局
     宿店 鹿児島市宇宿三丁目２１番６号 常　勤:    3ァーマ　代表取締役　 新規 現存
     (薬       3)小倉　義広 平25. 9. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23801,4954,0 宇宿たいよう薬局 〒890-0073 099-204-9435有限会社　福元薬局　小島　賀津乃 平25. 9.25調剤 薬局
     鹿児島市宇宿７丁目５番３６号 常　勤:    1代表取締役　沼田　真 新規 現存
     (薬       1)由美 平25. 9.25
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23901,4955,7 とまと薬局　西陵店 〒890-0032 099-298-1420株式会社　とまとステ鶴　哲夫 平25.10. 1調剤 薬局
     鹿児島市西陵５－１２－５ 常　勤:    2ーション　代表取締役 新規 現存
     (薬       2)　小笹　忠彦 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24001,4956,5 あかり薬局　東千石店〒892-0842 099-248-8531株式会社　コーエー大上田　理恵 平25.10. 1調剤 薬局
     鹿児島市東千石町４－３５スカイ常　勤:    1洋薬品鹿児島販売　代 新規 現存
     パーキングビル１階 (薬       1)表取締役　西　和寛 平25.10. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  24101,4957,3 今村薬局 〒890-0002 099-220-2655株式会社今村薬局　代林　秀樹 平25.11. 1調剤 薬局
     鹿児島市西伊敷四丁目１６番１号常　勤:    1表取締役　今村　正樹 組織変更 現存
     (薬       1) 平25.11. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24201,4958,1 イオン薬局　鹿児島店〒891-0115 099-263-1841イオン九州株式会社　小園　宗輝 平25.11. 1調剤 薬局
     鹿児島市東開町７ 常　勤:    5代表取締役　柴田　祐 新規 現存
     (薬       5)司 平25.11. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24301,4959,9 ぽかぽか薬局 〒899-2707 099-298-9100株式会社　ツール・ド笹原　広大 平25.11. 1調剤 薬局
     鹿児島市松陽台町４３－３ 常　勤:    1・メディケーション　 新規 現存
     (薬       1)代表取締役　原口　憲 平25.11. 1
     非常勤:    6顕
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24401,4960,7 スター調剤薬局　西谷〒891-0144 099-297-6606有限会社　白男川薬局山口　賢三 平25.11. 1調剤 薬局
     山店 鹿児島市下福元町６１５－３０ 常　勤:    1　白男川　賢治 新規 現存
     (薬       1) 平25.11. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24501,4962,3 マロン薬局 〒892-0847 099-248-8693有限会社　松崎　代表有村　昌恵 平25.12. 1調剤 薬局
     鹿児島市西千石町１６番１６号 常　勤:    1取締役　松﨑　裕充 新規 現存
     (薬       1) 平25.12. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24601,4964,9 すみれ薬局 〒892-0847 099-248-9887株式会社　里空　代表岩本　邦裕 平26. 3. 1調剤 薬局
     鹿児島市西千石町３－２１ 常　勤:    1取締役　岩本　久子 組織変更 現存
     (薬       1) 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24701,4965,6 なでしこ玉里薬局 〒890-0005 099-248-7900株式会社　なでしこ玉入木　希世子 平26. 3. 1調剤 薬局
     鹿児島市下伊敷一丁目８番１９号常　勤:    1里薬局　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)入木　希世子 平26. 3. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  24801,4967,2 アイリス薬局 〒890-0015 099-295-6921鹿児島調剤センター株吉國　円 平26. 3. 1調剤 薬局
     鹿児島市草牟田町３番地１３ 常　勤:    1式会社　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)吉水　久純 平26. 3. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24901,4968,0 シロン薬局 〒892-0817 099-295-6686合同会社フルセニ　代伊佐敷　明 平26. 4. 1調剤 薬局
     鹿児島市小川町１－１４　小川ハ常　勤:    1表社員　池之上　剛士 新規 現存
     イツ１Ｆ (薬       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25001,4969,8 パール薬局 〒892-0815 099-802-7024有限会社　優桜薬品　前田　彩佳 平26. 4. 1調剤 薬局
     鹿児島市易居町１番１７号 常　勤:    1代表取締役　東郷　和 新規 現存
     (薬       1)彦 平26. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25101,4972,2 たいよう薬局　中山 〒891-0104 099-203-0604有限会社　福元薬局　陳尾　祐介 平26. 4. 1調剤 薬局
     鹿児島市山田町２２６－１ 常　勤:    3代表取締役　沼田　真 新規 現存
     (薬       3)由美 平26. 4. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25201,4973,0 しあわせ調剤薬局　緑〒892-0874 099-248-8424有限会社　デゼレトフ迫田　卓也 平26. 4. 1調剤 薬局
     ヶ丘店 鹿児島市緑ケ丘町７番９号 常　勤:    2ァーマシー　代表取締 移動 現存
     (薬       2)役　佐野　剛史 平26. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25301,4974,8 タバタ薬局　高見馬場〒892-0847 099-295-6730有限会社　ハイルング山口　めぐみ 平26. 5. 1調剤 薬局
     店 鹿児島市西千石町１２番１０号 常　勤:    1　取締役　田畑　光一 新規 現存
     (薬       1) 平26. 5. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25401,4975,5 さくらつばめ薬局 〒890-0055 099-297-6871株式会社　メイファー岡村　順子 平26. 6. 1調剤 薬局
     鹿児島市上荒田町２－５エクシー常　勤:    1マシー　代表取締役　 新規 現存
     ド中洲１階 (薬       1)小林　正喜 平26. 6. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  25501,4976,3 しんかんばし薬局 〒890-0016 099-224-0968株式会社　ＦＲＢ　代福留　卓 平26. 6. 1調剤 薬局
     鹿児島市新照院町１９番１０号 常　勤:    1表取締役　福留　卓 新規 現存
     (薬       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25601,4977,1 笑漢堂薬局 〒890-0065 099-214-2210川畑　耕平 川畑　耕平 平26. 7. 1調剤 薬局
     鹿児島市郡元３丁目４番３１号 常　勤:    1 移動 現存
     (薬       1) 平26. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25701,4978,9 マリンつばめ薬局 〒890-0062 099-813-0102株式会社　メイファー新名主　泰文 平26. 9. 1調剤 薬局
     鹿児島市与次郎一丁目７番１４号常　勤:    2マシー　代表取締役　 新規 現存
     (薬       2)小林　正喜 平26. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25801,4979,7 ユーカリ薬局 〒892-0846 099-248-7044株式会社　健光　代表小野田　祐造 平26. 9.22調剤 薬局
     鹿児島市加治屋町１３番９号 常　勤:    1取締役　牧　克久 新規 現存
     (薬       1) 平26. 9.22
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25901,4980,5 セオ薬局　かもいけ調〒890-0063 099-230-0601有限会社　セオ薬局　瀬尾　祥子 平26. 9. 1調剤 薬局
     剤 鹿児島市鴨池一丁目５５番１０号常　勤:    1代表取締役　瀬尾　昭 新規 現存
     (薬       1)一郎 平26. 9. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26001,4981,3 たけまち薬局 〒890-0045 099-299-0056大同メディカル株式会永山　賢一 平26.10. 1調剤 薬局
     鹿児島市武三丁目２２－２ 常　勤:    1社　代表取締役　中島 新規 現存
     (薬       1)　広智 平26.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26101,4982,1 株式会社ＮＫＣ　ピュ〒890-0031 099-230-0306株式会社ＮＫＣ　代表赤塚　和子 平26.10. 1調剤 薬局
     アタウン薬局 鹿児島市武岡一丁目１２１番１５常　勤:    3取締役　赤塚　直也 新規 現存
     号 (薬       3) 平26.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  26201,4984,7 マリンバホームケア薬〒892-0842 099-298-9324株式会社　サティスフ妹尾　一宏 平26.12. 1調剤 薬局
     局 鹿児島市東千石町２番１７号ニュ常　勤:    2ァーマ　代表取締役　 新規 現存
     ー天神ビル２０１号 (薬       2)小倉　義広 平26.12. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26301,4985,4 マルノ薬局　南林寺店〒892-0834 099-224-8740有限会社　マルノ薬局丸野　志穂 平26.12. 1調剤 薬局
     鹿児島市南林寺町２番１号 常　勤:    2　代表取締役　丸野　 新規 現存
     (薬       2)桂太郞 平26.12. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26401,4986,2 上荒田薬局 〒890-0063 099-208-6077メディカル・グリーテ有馬　一範 平26.12.25調剤 薬局
     鹿児島市鴨池一丁目４４番１０号常　勤:    3ィング株式会社　代表 移動 現存
     (薬       3)取締役　有馬　一範 平26.12.25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26501,4987,0 大明丘薬局 〒892-0872 099-244-1777安武　正男 安武　正男 平26.12. 1調剤 薬局
     鹿児島市大明丘２丁目２２番２７常　勤:    1 移動 現存
     号 (薬       1) 平26.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26601,4988,8 メルシー薬局 〒892-0861 099-802-5059株式会社　はーと　代上山　雅彦 平27. 2. 1調剤 薬局
     鹿児島市東坂元４丁目５０番１号常　勤:    1表取締役　上山　雅彦 新規 現存
     (薬       1) 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26701,4989,6 七福さくら薬局 〒890-0064 099-230-0681株式会社　さくらホス山口　拓生 平27. 3. 1調剤 薬局
     鹿児島市鴨池新町１４番２号七福常　勤:    1メディカル　代表取締 新規 現存
     神ビル１階 (薬       1)役　津田　かおり 平27. 3. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26801,4990,4 北元薬局 〒890-0064 099-214-8060有限会社　インマヌエ北元　啓資 平27. 3.23調剤 薬局
     鹿児島市鴨池新町１４番１８号 常　勤:    3ル　代表取締役　北元 移動 現存
     (薬       3)　逸 平27. 3.23
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26901,4991,2 康心鴨池薬局 〒890-0067 099-812-7005徳信ホスメディカル　池畑　良蔵 平27. 3.20調剤 薬局
     鹿児島市真砂本町５１番１号ニシ常　勤:    1株式会社　代表取締役 移動 現存
     ムタ　スカイマーケット鴨池 (薬       1)　津田　康彦 平27. 3.20
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表［鹿児島県］

［平成30年 6月 1日現在　薬局　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成    37 頁

  27001,4992,0 市立病院前　ミドリ薬〒890-0055 099-230-0461株式会社　エフエム　百﨑　秀典 平27. 4. 1調剤 薬局
     局 鹿児島市上荒田町２９－３２ 常　勤:    1代表取締役　百崎　佐 新規 現存
     (薬       1)世子 平27. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27101,4993,8 ミモザ調剤薬局 〒892-0871 099-295-0023有限会社　碧　代表取原田　裕基 平27. 4. 1調剤 薬局
     鹿児島市吉野町５２０８－３８ 常　勤:    1締役　上野　由美 新規 現存
     (薬       1) 平27. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27201,4994,6 みつば薬局 〒892-0816 099-295-0340株式会社　サラン　代最勝寺　智史 平27. 4. 1調剤 薬局
     鹿児島市山下町１２番８号１Ｆ 常　勤:    1表取締役　最勝寺　智 新規 現存
     (薬       1)史 平27. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27301,4995,3 株式会社大賀薬局　市〒890-0055 099-256-8366株式会社大賀薬局　代木原　美幸 平27. 4. 1調剤 薬局
     立病院前店 鹿児島市上荒田町２６－１７ 常　勤:    1表取締役　大賀　崇浩 新規 現存
     (薬       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27401,4996,1 スター調剤薬局　星ヶ〒891-0102 099-296-7197有限会社　白男川薬局白男川　慎也 平27. 4. 1調剤 薬局
     峯店 鹿児島市星ケ峯一丁目２９－５ 常　勤:    1　代表取締役　白男川 移動 現存
     (薬       1)　賢治 平27. 4. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27501,4998,7 とまと薬局　市立病院〒890-0055 099-298-9211株式会社　とまとステ福德　美幸 平27. 5. 1調剤 薬局
     前店 鹿児島市上荒田町２５－１９ 常　勤:    1ーション　代表取締役 移動 現存
     (薬       1)　小笹　忠彦 平27. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27601,4999,5 花ことば薬局 〒890-0055 099-202-0406株式会社　ツール・ド松永　右司 平27. 5. 1調剤 薬局
     鹿児島市上荒田町２５番地１９－常　勤:    6・メディケーション　 移動 現存
     １０２号 (薬       6)代表取締役　原口　憲 平27. 5. 1
     非常勤:   17顕
     (薬      17)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27703,4028,9 西原調剤薬局 〒893-0064 0994(44)9875有限会社　西原調剤セ内匠屋　玉緒 昭56.12.15調剤 薬局
     鹿屋市西原１丁目２３－２ 常　勤:    1ンター　代表取締役　 現存
     (薬       1)内匠屋　孝子 平29.12.15
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  27803,4033,9 三井調剤薬局　北田店〒893-0007 0994(42)5728株式会社　三井　代表永井　康裕 昭59. 5. 1調剤 薬局
     鹿屋市北田町６－２０ 常　勤:    2取締役　郷原　忠男 現存
     (薬       2) 平29. 5. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27903,4047,9 センター薬局 〒893-0008 0994(43)8318有限会社　今田薬局　今田　喜公 平元. 2. 1調剤 薬局
     鹿屋市西大手町３番１９号 常　勤:    3代表取締役　今田　信 現存
     (薬       3)二 平28. 2. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28003,4060,2 有限会社　太陽調剤薬〒893-0007 0994(43)3359有限会社　太陽調剤薬城臺　智子 平 4. 8. 1調剤 薬局
     局 鹿屋市北田町１３番３号 常　勤:    2局　代表取締役　検見 現存
     (薬       2)崎　陽 平28. 8. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28103,4065,1 はらいがわ調剤薬局 〒893-0024 0994(41)4715はらいがわ調剤薬局　丸山　篤郎 平 5. 4. 1調剤 薬局
     鹿屋市下祓川町１８５６番地３ 常　勤:    3有限会社　代表取締役 現存
     (薬       3)　川本　秋栄 平29. 4. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28203,4066,9 有限会社　三愛調剤薬〒893-0022 0994(44)5568有限会社　三愛調剤薬野村　良浩 平 5. 4. 1調剤 薬局
     局 鹿屋市旭原町３６２８番地３ 常　勤:    2局　代表取締役　村山 現存
     (薬       2)　文雄 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28303,4069,3 きりん薬局 〒893-0023 0994(41)6077有限会社　寿竹　代表山内　康仁 平 5. 9. 1調剤 薬局
     鹿屋市笠之原町２９番２３号 常　勤:    1取締役　上野　泰弘 現存
     (薬       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28403,4071,9 ５丁目調剤薬局 〒893-0014 0994(41)6677有限会社　ミネサキ　南　嘉信 平 6. 1. 1調剤 薬局
     鹿屋市寿５丁目２６番１８号 常　勤:    2代表取締役　峯崎　征 現存
     (薬       2)郎 平30. 1. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  28503,4072,7 ふだもと薬局 〒893-0013 0994(41)5560有限会社　けい　代表加治木　佳裕 平 6. 7. 1調剤 薬局
     鹿屋市札元２－３８０８－１０ 常　勤:    2取締役　加治木　佳裕 現存
     (薬       2) 平24. 7. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28603,4073,5 二矢調剤薬局 〒893-0057 0994(40)4193有限会社　二矢メディ三浦　達朗 平 6. 7. 1調剤 薬局
     鹿屋市今坂町１２５７２－１１ 常　勤:    4カル　代表取締役　佐 現存
     (薬       4)々木　量由 平24. 7. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28703,4074,3 吾平調剤薬局 〒893-0014 0994(44)5685有限会社　吾平薬局　末吉　正人 平 6. 9. 1調剤 薬局
     鹿屋市寿３－３－４０ 常　勤:    1代表取締役　末吉　正 現存
     (薬       1)人 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28803,4078,4 すずらん薬局 〒893-0014 0994-42-5367有限会社　すずらん薬東　康子 平 8. 1. 1調剤 薬局
     鹿屋市寿４丁目２番２９号 常　勤:    2局　代表取締役　東　 新規 現存
     (薬       2)康子 平29. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28903,4080,0 オガワ　薬局 〒893-0015 0994-41-3003有限会社　オガワ　代小川　輝也 平 8. 9. 1調剤 薬局
     鹿屋市新川町１３２ー１ 常　勤:    1表取締役　小川　輝也 新規 現存
     (薬       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29003,4081,8 城薬局 〒893-0032 0994-31-1880有限会社　城薬局　代阿多　直美 平 8.11. 1調剤 薬局
     鹿屋市川西町３６１３番５ 常　勤:    1表取締役　城村　等 新規 現存
     (薬       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29103,4084,2 有限会社　おおやま　〒893-0061 0994-44-7701有限会社　おおやま調大山　齊 平 9. 3. 1調剤 薬局
     調剤薬局 鹿屋市上谷町１１１７０番７ 常　勤:    2剤薬局　代表取締役　 新規 現存
     (薬       2)大山　齊 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29203,4087,5 川西薬局 〒893-0032 0994-40-0303有限会社　川西薬局　宮奥　佳津典 平 9.12. 1調剤 薬局
     鹿屋市川西町４５１１番地１ 常　勤:    1代表取締役　平松　孝 新規 現存
     (薬       1)市 平27.12. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  29303,4089,1 三井調剤薬局　バイパ〒893-0022 0994-40-9110株式会社　三井　代表伊牟田　一郎 平10. 2. 1調剤 薬局
     ス店 鹿屋市旭原町３６４４ー７ 常　勤:    5取締役　郷原忠男 新規 現存
     (薬       5) 平28. 2. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29403,4091,7 笠之原調剤薬局 〒893-0023 0994-44-4333有限会社　豊商事　代野本　耕太 平10. 9. 1調剤 薬局
     鹿屋市笠之原町４９番１８号 常　勤:    2表取締役　水元　豊 移動 現存
     (薬       2) 平28. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29503,4098,2 あさひ薬局 〒893-0014 0994-40-2626有限会社　倉内薬局　簗瀬　美子 平12. 6. 1調剤 薬局
     鹿屋市寿５丁目２番３９ー１号 常　勤:    3代表取締役　倉内　清 新規 現存
     (薬       3)治 平30. 6. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29603,4101,4 つばさ薬局 〒893-0014 0994-40-8171有限会社　翼　代表取森﨑　三千彦 平13. 4. 1調剤 薬局
     鹿屋市寿八丁目７１５番地９ 常　勤:    3締役　榎本　佳文 移動 現存
     (薬       3) 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29703,4102,2 三井調剤薬局田崎店 〒893-0037 0994-52-0341株式会社　三井　代表池上　芳彦 平13. 5. 1調剤 薬局
     鹿屋市田崎町２１８５番５ 常　勤:    1取締役　郷原　忠男 新規 現存
     (薬       1) 平25. 5. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29803,4103,0 マイティ薬局 〒893-0064 0994-31-1613有限会社　メイプル　酒匂　敏幸 平13. 8. 1調剤 薬局
     鹿屋市西原２丁目３５番５－１号常　勤:    2代表取締役　酒匂　敏 新規 現存
     (薬       2)幸 平25. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29903,4105,5 愛生堂薬局 〒893-0046 0994-48-2821有限会社　愛生堂　取元吉　敦子 平13.10. 1調剤 薬局
     鹿屋市横山町１９５９番地２ 常　勤:    1締役　川井田　とも子 移動 現存
     (薬       1) 平25.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  30003,4106,3 有限会社　寛調剤薬局〒893-0046 0994-48-3661有限会社　寛調剤薬局吉田　里仁 平13.12. 1調剤 薬局
     鹿屋店 鹿屋市横山町１５８７－４ 常　勤:    1　代表取締役　弓場　 新規 現存
     (薬       1)寛美 平25.12. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30103,4107,1 ひとみ薬局 〒893-0014 0994-40-1593有限会社　大成医療　吉重　仁美 平14. 1. 1調剤 薬局
     鹿屋市寿４丁目１４番１３号 常　勤:    4代表取締役　吉重　康 移動 現存
     (薬       4)朗 平26. 1. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30203,4108,9 野田調剤薬局 〒893-0013 0994-31-1232有限会社　野田商事　野田　幸敬 平14. 8. 1調剤 薬局
     鹿屋市札元一丁目６番２０号 常　勤:    1取締役　野田　幸敬 移動 現存
     (薬       1) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30303,4111,3 さくら調剤薬局 〒893-0013 0994-42-1488有限会社　三愛　代表川添　直也 平15. 9. 1調剤 薬局
     鹿屋市札元一丁目６番４３号 常　勤:    2取締役　川添　輝昭 新規 現存
     (薬       2) 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30403,4112,1 よつば薬局 〒893-0022 0994-41-0015有限会社　幸政　取締平沖　史賢 平15.11. 1調剤 薬局
     鹿屋市旭原町２５６９番１０号 常　勤:    1役　神田　研一 新規 現存
     (薬       1) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30503,4116,2 きらきら薬局 〒893-0015 0994-42-7710有限会社　きらきら　池尾　久子 平16. 8. 1調剤 薬局
     鹿屋市新川町６１０番地２ 常　勤:    2代表取締役　鈴木　多 組織変更 現存
     (薬       2)加志 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30603,4117,0 おうじ薬局 〒893-0012 0994-42-7613有限会社　カミヤ・メ田坂　友彦 平16. 9. 1調剤 薬局
     鹿屋市王子町３９８０番地３ 常　勤:    1ディックス　代表取締 新規 現存
     (薬       1)役　本髙　めぐみ 平28. 9. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30703,4119,6 ふじ薬局 〒893-0024 0994-41-6570有限会社　エイエムメ堀口　健 平17. 4. 1調剤 薬局
     鹿屋市下祓川町１７９２番地２ 常　勤:    3ディカル　代表取締役 新規 現存
     (薬       3)　川本　忠男 平29. 4. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  30803,4120,4 新生薬局 〒893-0062 0994-40-7333有限会社　寛調剤薬局市来　懸一 平17. 5. 1調剤 薬局
     鹿屋市新生町９番１５号 常　勤:    1　代表取締役　弓場　 新規 現存
     (薬       1)寛美 平29. 5. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30903,4121,2 あいの調剤薬局 〒893-1603 0994(63)0207有限会社田中正心堂薬田中　明正 平 6. 4. 1調剤 薬局
     鹿屋市串良町岡崎字船迫２５６０常　勤:    1局　代表取締役　田中 現存
     －４ (薬       1)　明正 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31003,4122,0 有限会社　寛調剤薬局〒893-1103 0994-58-7272有限会社寛調剤薬局　栗脇　良子 平 6. 5. 1調剤 薬局
     鹿屋市吾平町麓１８６－３ 常　勤:    1代表取締役　弓場　寛 現存
     (薬       1)美 平30. 5. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31103,4124,6 吾平中央薬局 〒893-1101 0994-58-5522有限会社　吾平中央薬徳留　靖代 平10. 5. 1調剤 薬局
     鹿屋市吾平町上名７６８２番地４常　勤:    1局　代表取締役　鶴田 新規 現存
     (薬       1)　志郎 平28. 5. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31203,4125,3 ミネサキ串良調剤薬局〒893-1605 0994-31-4211有限会社　ミネサキ　加治木　智 平14. 3. 1調剤 薬局
     鹿屋市串良町上小原４６５５番地常　勤:    1代表取締役　峯崎　征 新規 現存
     ４ (薬       1)郎 平26. 3. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31303,4126,1 つつじ薬局 〒893-1602 0994-63-5035有限会社　大成医療　井料　慎太郎 平17. 2. 1調剤 薬局
     鹿屋市串良町有里７番地３ 常　勤:    1代表取締役　吉重　康 新規 現存
     (薬       1)朗 平29. 2. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31403,4128,7 三井調剤薬局　札元二〒893-0013 0994-41-3900株式会社　三井　代表砂田　里美 平18.10. 1調剤 薬局
     丁目店 鹿屋市札元２丁目３７４６－９ 常　勤:    1取締役　郷原　忠男 新規 現存
     (薬       1) 平24.10. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31503,4132,9 ひがしの丘調剤薬局 〒893-0023 0994-36-6846株式会社　大樹　代表竹内　和夫 平20. 1. 1調剤 薬局
     鹿屋市笠之原町２９２３番４ 常　勤:    1取締役　松清　大樹 新規 現存
     (薬       1) 平26. 1. 1
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  31603,4134,5 崎山調剤薬局 〒893-0061 0994-44-5558有限会社　崎山薬局　呉山　昌顕 平20. 6. 1調剤 薬局
     鹿屋市上谷町１１２１４番地１１常　勤:    3代表取締役　崎山　哲 移動 現存
     (薬       3)人 平26. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31703,4135,2 三井調剤薬局寿店 〒893-0014 0994-41-2857株式会社　三井　代表河野　公 平21. 7. 6調剤 薬局
     鹿屋市寿３丁目１１－２９ 常　勤:    1取締役　郷原　忠男 移動 現存
     (薬       1) 平27. 7. 6
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31803,4136,0 市成の薬局 〒899-8511 0994-81-1555プレイン株式会社　代鶴野　健剛 平22. 7. 1調剤 薬局
     鹿屋市輝北町市成字喜入塚２１４常　勤:    1表取締役　原　一徳 新規 現存
     ４ー３ (薬       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31903,4137,8 ちゅーりっぷ薬局 〒893-0013 0994-40-2021株式会社　メディクル楠田　大樹 平22.11. 1調剤 薬局
     鹿屋市札元二丁目３７７１番地８常　勤:    2ーズ　代表取締役　楠 新規 現存
     (薬       2)田　大樹 平28.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32003,4138,6 おおうら薬局 〒893-0067 0994-45-5236有限会社　豊商事　代原田　周作 平23. 4. 1調剤 薬局
     鹿屋市大浦町１３９９２－３ 常　勤:    2表取締役　水元　豊 新規 現存
     (薬       2) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32103,4139,4 （有）田中正心堂薬局〒893-0005 0994-41-5496有限会社　田中正心堂田中　加恵子 平23. 5. 1調剤 薬局
     鹿屋市共栄町１０番６号 常　勤:    1薬局　代表取締役　田 新規 現存
     (薬       1)中　明正 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32203,4140,2 検見崎薬局 〒893-0002 0994-44-6211有限会社　太陽調剤薬田中　宏之 平23. 6. 1調剤 薬局
     鹿屋市本町２－４ 常　勤:    3局　代表取締役　検見 移動 現存
     (薬       3)崎　陽 平29. 6. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  32303,4142,8 大手町調剤薬局 〒893-0008 0994-40-0587有限会社　トゥーアロ堀本　直邦 平24. 9. 1調剤 薬局
     鹿屋市西大手町５番３号 常　勤:    4ーズ　代表取締役　佐 移動 現存
     (薬       4)々木　まゆみ 平24. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32403,4143,6 あろーず薬局 〒893-0007 0994-45-6100有限会社　トゥーアロ原田　直子 平24.10. 1調剤 薬局
     鹿屋市北田町１２番１－１号 常　勤:    2ーズ　代表取締役　佐 新規 現存
     (薬       2)々木　まゆみ 平24.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32503,4145,1 森園薬局 〒893-0006 0994-44-5621森薗　敏博 森薗　敏博 平25. 2. 4調剤 薬局
     鹿屋市向江町２５番４号 常　勤:    1 移動 現存
     (薬       1) 平25. 2. 4
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32603,4146,9 三井調剤薬局　川西店〒893-0037 0994-45-6761株式会社三井　代表取中嶋　章 平25. 4. 1調剤 薬局
     鹿屋市田崎町１０６８－４ 常　勤:    1締役　郷原　忠男 新規 現存
     (薬       1) 平25. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32703,4147,7 寿八丁目薬局 〒893-0023 0994-40-9001有限会社メディケア　坂本　伸二 平25. 7. 1調剤 薬局
     鹿屋市笠之原町２９番５号 常　勤:    3代表取締役　鶴田　志 移動 現存
     (薬       3)郎 平25. 7. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32803,4148,5 あっぷる調剤薬局 〒893-0064 0994-43-0421あっぷるＤ＆Ｈ株式会大淵　倫子 平25.10. 1調剤 薬局
     鹿屋市西原一丁目２３番５号 常　勤:    1社　代表取締役　大淵 組織変更 現存
     (薬       1)　雅洋 平25.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32903,4149,3 寿八丁目薬局　笠之原〒893-0023 0994-45-7111有限会社　メディケア新原　美樹 平27. 1. 1調剤 薬局
     店 鹿屋市笠之原町２７番２３号 常　勤:    1　代表取締役　鶴田　 新規 現存
     (薬       1)志郎 平27. 1. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  33003,4150,1 ミネサキ調剤薬局　寿〒893-0014 0994-44-8856有限会社　ミネサキ　髙山　善広 平28. 4. 1調剤 薬局
     店 鹿屋市寿五丁目２６番１号 常　勤:    1代表取締役　峯崎　征 新規 現存
     (薬       1)郎 平28. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33103,4151,9 寿調剤薬局 〒893-0014 0994-44-9962株式会社　Ｒｅｌｉｅ矢野　宏一郎 平28. 5. 1調剤 薬局
     鹿屋市寿二丁目１番１７号 常　勤:    1ｖｅ　代表取締役　鵜 新規 現存
     (薬       1)木　美穂子 平28. 5. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33203,4152,7 クラーレ薬局 〒893-0014 0994-45-7507株式会社　メディクル大山　忠博 平28.10. 1調剤 薬局
     鹿屋市寿４丁目１５－１５ 常　勤:    2ーズ　代表取締役　楠 新規 現存
     (薬       2)田　大樹 平28.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33303,4153,5 日本調剤鹿屋薬局 〒893-0015 0994-35-1170日本調剤株式会社　代 平　智和 平29. 6. 1調剤 薬局
     鹿屋市新川町６０８１－１ 常　勤:    5表取締役社長　三津原 新規 現存
     (薬       5)　博 平29. 6. 1
     非常勤:   20
     (薬      20)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33403,4154,3 おおすみ薬局 〒893-0015 0994-36-8003株式会社メディウム　佐藤　康行 平29. 6. 1調剤 薬局
     鹿屋市新川町９０８番地 常　勤:    2代表取締役　吉柳　秀 新規 現存
     (薬       2)雄 平29. 6. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33503,4155,0 ティワイ薬局 〒893-0032 0994-40-7773株式会社　テイワイ薬坂本　秀一 平29. 7. 1調剤 薬局
     鹿屋市川西町４４７４番地２ 常　勤:    1局　代表取締役　原　 新規 現存
     (薬       1)一男 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33604,4007,1 みさき　薬局 〒898-0017 0993-76-3385有限会社　ブイ産業　久富　祐人 平 8. 2. 1調剤 薬局
     枕崎市住吉町４５番地１ 常　勤:    2代表取締役　加藤　政 新規 現存
     (薬       2)信 平29. 2. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  33704,4008,9 べっぷ　薬局 〒898-0089 0993-76-2651有限会社　べっぷ薬局川邊　浩実 平 9. 1. 1調剤 薬局
     枕崎市白沢北町１８０番地 常　勤:    2　代表取締役　森岡　 新規 現存
     (薬       2)久晴 平30. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33804,4010,5 桜山薬局 〒898-0024 0993-76-2658株式会社　さくらホス田畑　満弓 平 9. 4. 1調剤 薬局
     枕崎市鹿篭麓町３５番 常　勤:    1メディカル　代表取締 新規 現存
     (薬       1)役　津田　かおり 平30. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33904,4011,3 かもめ薬局 〒898-0004 0993-58-1130有限会社　ブイ産業　加藤　政信 平10. 9. 1調剤 薬局
     枕崎市港町１１７番地 常　勤:    1代表取締役　加藤　政 新規 現存
     (薬       1)信 平28. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34004,4012,1 まくらざき薬局 〒898-0011 0993-73-2764有限会社　本田メディ鮫島　博文 平11. 3. 1調剤 薬局
     枕崎市緑町１２１番地 常　勤:    2カル　代表取締役　本 移動 現存
     (薬       2)田　淳子 平29. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34104,4013,9 つばき薬局 〒898-0034 0993-58-1530有限会社　ファルマチ横市　秀文 平12. 6. 1調剤 薬局
     枕崎市日之出町２２２番地 常　勤:    1ア　代表取締役　横市 新規 現存
     (薬       1)　秀文 平30. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34204,4015,4 高見調剤薬局 〒898-0016 0993-73-5430有限会社　武田調剤薬髙畑　雄士 平16.11. 1調剤 薬局
     枕崎市高見町１９番２ 常　勤:    1局　代表取締役　有馬 新規 現存
     (薬       1)　修一 平28.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34304,4016,2 グリーン薬局 〒898-0003 0993-73-1622有限会社　都甲メディ織田　康二 平17. 8.15調剤 薬局
     枕崎市折口町１１９番地 常　勤:    3カル　代表取締役　都 移動 現存
     (薬       3)甲　和幸 平29. 8.15
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  34404,4017,0 有限会社　錦江薬局　〒898-0001 0993-72-3776有限会社　錦江薬局　原　浩一 平19. 8. 1調剤 薬局
     枕崎店 枕崎市松之尾町６番地 常　勤:    1代表取締役　原　浩一 新規 現存
     (薬       1) 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34504,4018,8 ドラゴン薬局 〒898-0011 0993-78-4500株式会社　ツール・ド中久保　明子 平24. 3. 1調剤 薬局
     枕崎市緑町１２３－２ 常　勤:    2・メディケーション　 新規 現存
     (薬       2)代表取締役　原口　憲 平30. 3. 1
     非常勤:    5顕
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34606,4009,2 上野　薬局 〒899-1617 0996-72-1016入江　達三 入江　達三 平 8.12. 1調剤 薬局
     阿久根市浜町１３番地 常　勤:    1 交代 現存
     (薬       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34706,4010,0 脇本調剤薬局 〒899-1131 0996-75-2215株式会社　九州メディ加来　恭一 平 9. 2. 1調剤 薬局
     阿久根市大字脇本７４０１ー２ 常　勤:    1ファ　代表取締役　三 新規 現存
     (薬       1)宅　和也 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34806,4011,8 高松　薬局 〒899-1621 0996-73-4002東山産業　株式会社　井之元　健治 平 9. 3. 1調剤 薬局
     阿久根市本町１４１番１ 常　勤:    1代表取締役　林　昌昭 新規 現存
     (薬       1) 平30. 3. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34906,4014,2 ゆうゆう薬局　阿久根〒899-1626 0996-73-2907有限会社　西田　代表平田　友和 平 9.11. 1調剤 薬局
     店 阿久根市鶴見町１８７ 常　勤:    1取締役　上原　利子 新規 現存
     (薬       1) 平24.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35006,4019,1 さかえまち　薬局 〒899-1616 0996-72-0978有限会社　中村メディ末弘　千草 平10. 4. 1調剤 薬局
     阿久根市栄町１３２番２ 常　勤:    1カルケア　代表取締役 新規 現存
     (薬       1)　中村清 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35106,4021,7 出水郡薬剤師会会営薬〒899-1611 0996-72-5060有限会社　出水薬剤師濵田　充 平13. 4. 1調剤 薬局
     局　阿久根店 阿久根市赤瀬川１２０５番地６ 常　勤:    1企画　代表取締役　徳 新規 現存
     (薬       1)本　由道 平25. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35206,4024,1 阿久根薬局 〒899-1624 0996-72-1017有限会社　徳育　代表林　嘉権 平15. 7. 1調剤 薬局
     阿久根市大丸町９０番地３３ 常　勤:    1取締役　林　嘉権 組織変更 現存
     (薬       1) 平27. 7. 1
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  35306,4026,6 すくすく薬局 〒899-1611 0996-72-5010有限会社　インサイド内村　紀子 平18.11. 7調剤 薬局
     阿久根市赤瀬川３８８０－８ 常　勤:    1・ヴィレッジ　代表取 新規 現存
     (薬       1)締役　内村　仁一 平24.11. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35406,4027,4 市民調剤薬局 〒899-1628 0996-68-0150有限会社　美健　代表山口　梓 平20. 4. 1調剤 薬局
     阿久根市塩鶴町２丁目１２４－２常　勤:    2取締役　中嶋　敏子 新規 現存
     (薬       2) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35506,4030,8 本町薬局 〒899-1622 0996-73-3233株式会社　スマイルメ福元　逸郎 平22. 3. 1調剤 薬局
     阿久根市高松町３６番地 常　勤:    2ディカル　代表取締役 移動 現存
     (薬       2)　福元　逸郎 平28. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35606,4031,6 よつば薬局 〒899-1621 0996-79-4331有限会社　クローバー濱田　義之 平25. 8. 1調剤 薬局
     阿久根市本町７５番３号 常　勤:    1メディカル　代表取締 新規 現存
     (薬       1)役　濱田　義之 平25. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35706,4032,4 三文字薬局 〒899-1131 0996-75-0073税所　まみ 税所　まみ 平27. 4. 1調剤 薬局
     阿久根市脇本７９９５番地１ 常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35808,4013,0 第二緑調剤薬局 〒899-0201 0996(63)1177有限会社　緑調剤薬局花北　恭子 昭64. 1. 1調剤 薬局
     出水市緑町４４の３８ 常　勤:    1　代表取締役　福山　 現存
     (薬       1)克幸 平28. 1. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35908,4016,3 奥田薬局 〒899-0126 0996(67)3400有限会社　奥田モータ奥田　律子 平 5. 6. 1調剤 薬局
     出水市六月田町９３５番地 常　勤:    1ース商会　代表取締役 現存
     (薬       1)　奥田　久雄 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36008,4021,3 トクモト薬局 〒899-0205 0996-62-0998有限会社　トックス　徳本　由道 平 9.11. 1調剤 薬局
     出水市本町４ー４５プラッセだい常　勤:    1代表取締役　徳本　由 移動 現存
     わ出水店内 (薬       1)道 平24.11. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  36108,4022,1 かりん薬局 〒899-0206 0996-64-1400有限会社　メディハウ古田　薫悟 平10. 5. 1調剤 薬局
     出水市向江町１２番３８号 常　勤:    2ス　代表取締役　加藤 新規 現存
     (薬       2)　政信 平28. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36208,4023,9 かしま薬局 〒899-0217 0996-63-3970有限会社　あすなろ企小倉　健 平10. 6. 1調剤 薬局
     出水市平和町２０番 常　勤:    2画　代表取締役　小倉 新規 現存
     (薬       2)　健 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36308,4024,7 マリン薬局 〒899-0217 0996-63-6678有限会社　アート　代野間口　晶子 平10. 9. 1調剤 薬局
     出水市平和町３３５番２ 常　勤:    4表取締役　川本　秋栄 新規 現存
     (薬       4) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36408,4025,4 ひまわり薬局 〒899-0212 0996-62-6070有限会社　メディハウ金山　俊夫 平10.11. 1調剤 薬局
     出水市上知識町８５４番地 常　勤:    2ス　代表取締役　加藤 移動 現存
     (薬       2)　政信 平28.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36508,4030,4 そうごう薬局　出水店〒899-0131 0996-64-8161総合メディカル株式会御手洗　芙美 平11. 8. 1調剤 薬局
     出水市明神町４８２番地 常　勤:    1社　代表取締役　坂本 新規 現存
     (薬       1)　賢治 平29. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36608,4031,2 出水郡薬剤師会　会営〒899-0131 0996-64-8280有限会社　出水薬剤師末永　雄大 平11.10. 1調剤 薬局
     薬局 出水市明神町５３７番地 常　勤:    1企画　代表取締役　徳 新規 現存
     (薬       1)本　由道 平29.10. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36708,4033,8 あすか薬局 〒899-0217 0996-63-7322有限会社　あすか薬局坂本　克洋 平14. 6. 1調剤 薬局
     出水市平和町１３３番地２ 常　勤:    1　代表取締役　坂本　 新規 現存
     (薬       1)克洋 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36808,4035,3 いまがま調剤薬局 〒899-0132 0996-65-7550有限会社　ミヤハラ・宮原　充貴 平15. 2. 1調剤 薬局
     出水市下知識町１５１９番地 常　勤:    1メディカル　代表取締 新規 現存
     (薬       1)役　宮原　充貴 平27. 2. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  36908,4036,1 クレイン調剤薬局 〒899-0205 0996-63-4300クレインファーマ株式岡田　修 平15. 8. 1調剤 薬局
     出水市本町３番８号 常　勤:    1会社　代表取締役　岡 新規 現存
     (薬       1)田　修 平27. 8. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37008,4038,7 こがね薬局 〒899-0125 0996-64-1132有限会社　緑調剤薬局青木　美穂 平15.12. 1調剤 薬局
     出水市黄金町４２７番３号 常　勤:    1　取締役　福山克幸 新規 現存
     (薬       1) 平27.12. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37108,4042,9 さくら薬局 〒899-0206 0996-63-7700有限会社　Ｗｉｌｌ　寺島　義行 平16. 9. 1調剤 薬局
     出水市向江町１９番２６号 常　勤:    1代表取締役　寺島　義 組織変更 現存
     (薬       1)行 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37208,4046,0 宮前調剤薬局 〒899-0212 0996-63-5880有限会社　サンメディ梶尾　貴美恵 平17. 4. 1調剤 薬局
     出水市上知識町８０３番 常　勤:    1ファ　代表取締役　成 新規 現存
     (薬       1)田　純六郎 平29. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37308,4047,8 フタヤ薬局　出水店 〒899-0126 0996-67-5253有限会社　フタヤファ馬場　崇 平17. 9. 5調剤 薬局
     出水市六月田町７１２番１ 常　勤:    2ーマシー　代表取締役 新規 現存
     (薬       2)　佐々木　量由 平29. 9. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37408,4049,4 メープル薬局 〒899-0216 0996-62-9292有限会社　メープル薬林　一穂 平17.12. 1調剤 薬局
     出水市大野原町６９番地 常　勤:    1局　代表取締役　林　 新規 現存
     (薬       1)一穂 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37508,4051,0 うらくぼ薬局 〒899-0401 0996(82)2539瀬野浦　格 瀬野浦　格 平 4. 6. 1調剤 薬局
     出水市高尾野町大久保１４１５－常　勤:    1 現存
     ３ (薬       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37608,4052,8 柴田翔鶴堂薬局 〒899-0402 0996-64-2215柴田　康生 柴田　康生 平 5. 2. 1調剤 薬局
     出水市高尾野町柴引１５３２番地常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37708,4055,1 出水郡薬剤師会　高尾〒899-0401 0996-64-2110有限会社　出水薬剤師加世堂　清美 平14. 9. 1調剤 薬局
     野会営薬局 出水市高尾野町大久保３８１６番常　勤:    1企画　代表取締役　徳 新規 現存
     地３９ (薬       1)本　由道 平26. 9. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
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  37808,4057,7 ふれあい薬局 〒899-0206 0996-63-3070有限会社　ニノカタ　二ノ方　良祐 平18. 6. 1調剤 薬局
     出水市向江町２番１４号 常　勤:    2取締役　二ノ方　良治 新規 現存
     (薬       2) 平30. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37908,4060,1 マリン薬局　米ノ津店〒899-0131 0996-67-5002有限会社　アート　代柏木　浩嗣 平19. 4. 1調剤 薬局
     出水市明神町２３５７番地２ 常　勤:    2表取締役　川本　秋栄 新規 現存
     (薬       2) 平25. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38008,4062,7 さくらんぼ薬局 〒899-0216 0996-68-7000有限会社　出水薬剤師田上　友洋 平19. 6. 1調剤 薬局
     出水市大野原町１０－３ 常　勤:    1企画　代表取締役　徳 新規 現存
     (薬       1)本　由道 平25. 6. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38108,4063,5 エンジェル薬局 〒899-0121 0996-65-7637林　英作 林　英作 平19. 7. 1調剤 薬局
     出水市米ノ津町２２番２４号 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38208,4065,0 野田調剤薬局 〒899-0501 0996-84-2856株式会社　中村五郎薬濵田　克子 平20. 3. 1調剤 薬局
     出水市野田町上名字鳶巣６０９５常　勤:    3局　代表取締役　中村 新規 現存
     －１ (薬       3)佳介 平26. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38308,4069,2 クレモア薬局 〒899-0202 0996-63-5401クレインファーマ株式大堂　尚子 平21. 4. 1調剤 薬局
     出水市昭和町２５番７号 常　勤:    1会社　代表取締役　岡 移動 現存
     (薬       1)田　修 平27. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38408,4070,0 かめや薬局 〒899-0203 0996-62-0038橋元　宏典 橋元　宏典 平22. 7. 1調剤 薬局
     出水市上鯖淵５６－１１ 常　勤:    1 交代 現存
     (薬       1) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38508,4072,6 ハート薬局 〒899-0121 0996-79-3877有限会社　インサイド内村　仁一 平23. 3. 1調剤 薬局
     出水市米ノ津町３－３１ 常　勤:    2・ヴィレッジ　代表取 新規 現存
     (薬       2)締役　内村　仁一 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  38608,4074,2 ポポロ薬局 〒899-0217 0996-63-4630株式会社　リチェッタ吉澤　昌治 平24. 9. 1調剤 薬局
     出水市平和町１９８－２ 常　勤:    1　代表取締役　吉澤　 交代 現存
     (薬       1)昌治 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38708,4075,9 タカラ調剤薬局 〒899-0203 0996-62-8813薬生光株式会社　代表髙田　翔 平25. 5. 1調剤 薬局
     出水市上鯖淵１６１９番地６ 常　勤:    1取締役　羽生　真 新規 現存
     (薬       1) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38808,4077,5 スマイル薬局 〒899-0502 0996-84-2430株式会社　スリーピー深田　和宏 平26.12. 1調剤 薬局
     出水市野田町下名６９１１ 常　勤:    1スコーポレーション　 新規 現存
     (薬       1)代表取締役　山田　省 平26.12. 1
     三
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38908,4078,3 オレンジ薬局　出水店〒899-0207 0996-79-3972有限会社　エイエムメ王子田　稔 平27. 1. 1調剤 薬局
     出水市中央町１３９３番地 常　勤:    2ディカル　代表取締役 新規 現存
     (薬       2)　川本　忠男 平27. 1. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39008,4079,1 スマイル薬局出水店 〒899-0126 0996-67-2055株式会社　スリーピー鬼塚　晋一郎 平29. 4. 1調剤 薬局
     出水市六月田町３６３番地 常　勤:    2スコーポレーション　 新規 現存
     (薬       2)代表取締役　山田　省 平29. 4. 1
     非常勤:    1三
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39108,4080,9 五万石薬局 〒899-0214 0996-63-8800株式会社　セゾン　代吉田　幸加 平29. 7. 1調剤 薬局
     出水市五万石町８０１ 常　勤:    2表取締役　松田　浩一 新規 現存
     (薬       2) 平29. 7. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39208,4081,7 シバタ薬局 〒899-0402 0996-82-0032豊藤　浩子 豊藤　浩子 平30. 1. 1調剤 薬局
     出水市高尾野町柴引６４番地 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39308,4083,3 有限会社しもずる薬局〒899-0405 0996-64-2211有限会社　しもずる薬井元　純重 平30. 3. 1調剤 薬局
     出水市高尾野町下水流７６１番地常　勤:    2局　取締役　宝来　博 新規 現存
     ３ (薬       2)行 平30. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  39410,4007,8 山本薬局 〒891-0311 0993(25)2211山本　照男 山本　洋子 昭50. 8. 1調剤 薬局
     指宿市西方４７７２ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平29. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39510,4037,5 ハート　薬局 〒891-0401 0993-23-2377有限会社　ハートエン西島　徹 平 7. 9. 1調剤 薬局
     指宿市大牟礼三丁目７番１号 常　勤:    3タープライズ　代表取 新規 現存
     (薬       3)締役　西島　徹 平28. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39610,4039,1 ヨシ薬局 〒891-0304 0993-25-3678有限会社　吉元薬局　吉元　忠彦 平 8.10. 1調剤 薬局
     指宿市東方田口田１０８００ 常　勤:    1代表取締役　吉元　忠 新規 休止
     (薬       1)彦 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39710,4040,9 わたせ薬局 〒891-0402 0993-22-4739有限会社　わたせ　代渡瀬　明尚 平10. 7. 1調剤 薬局
     指宿市十町１３８２番地６ 常　勤:    1表取締役　渡瀬　明尚 新規 現存
     (薬       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39810,4045,8 南九州薬局　指宿店 〒891-0402 0993-23-4689有限会社　英和薬品　政　英男 平13. 4. 1調剤 薬局
     指宿市十町字田畑２４８３番地３常　勤:    1代表取締役　政　英男 交代 現存
     (薬       1) 平25. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39910,4047,4 有限会社　チェリー調〒891-0405 0993-24-3705有限会社　チェリー調村場　洸太 平13. 5. 1調剤 薬局
     剤薬局 指宿市湊二丁目２４番１０号 常　勤:    3剤薬局　代表取締役　 移動 現存
     (薬       3)安藤　勝彦 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40010,4048,2 なのはな薬局 〒891-0404 0993-24-1111株式会社　九州保健医石田　貴律 平14. 4. 1調剤 薬局
     指宿市東方８７１４番２２ 常　勤:    3療　代表取締役　仙田 新規 現存
     (薬       3)　昇 平26. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40110,4052,4 そうごう薬局　指宿店〒891-0402 0993-22-1021総合メディカル株式会山上　隆 平15.12. 1調剤 薬局
     指宿市十町２３２２－１ 常　勤:    1社　代表取締役　坂本 新規 現存
     (薬       1)　賢治 平27.12. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
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  40210,4055,7 有限会社　大誠堂薬局〒891-0507 0993(35)2844有限会社　大誠堂薬局萩原　爾美子 平 5. 8. 1調剤 薬局
     指宿市山川入船町５５番地 常　勤:    1　代表取締役　萩原　 現存
     (薬       1)爾美子 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40310,4057,3 かいもん・トミタ　薬〒891-0603 0993-32-5234有限会社　かいもんト冨田　隆志 平 7. 9. 1調剤 薬局
     局 指宿市開聞十町２８５８番地１ 常　勤:    1ミタ薬局　代表取締役 新規 現存
     (薬       1)　冨田　隆志 平28. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40410,4058,1 まどか薬局 〒891-0507 0993-35-2120有限会社　まどか調剤荒田　つゆ子 平14. 7. 1調剤 薬局
     指宿市山川入船町７番地 常　勤:    1薬局　代表取締役　荒 移動 現存
     (薬       1)田　つゆ子 平26. 7. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40510,4059,9 篠原薬局 〒891-0513 0993-35-2757篠原商事有限会社　代篠原　良武 平17.12. 1調剤 薬局
     指宿市山川岡児ケ水３６５－２ 常　勤:    1表取締役　篠原　良武 移動 現存
     (薬       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40610,4062,3 ゆのさと薬局 〒891-0401 0993-22-6771関　一成 関　一成 平20.10. 1調剤 薬局
     指宿市大牟礼三丁目２４番８号 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40710,4066,4 指宿薬剤師会薬局 〒891-0403 0993-22-6343特定非営利活動法人　中川路　耕 平23. 4. 1調剤 薬局
     指宿市十二町４２２４番地 常　勤:    3指宿薬剤師会　理事長 新規 現存
     (薬       3)　冨田　隆志 平29. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40810,4068,0 ケーアイ調剤薬局　指〒891-0404 0993-27-1152株式会社　Ｋファーマ宇都　健二 平23.10. 1調剤 薬局
     宿店 指宿市東方８３２０－１ 常　勤:    1シー　代表取締役　宇 新規 現存
     (薬       1)都　健二 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40910,4071,4 そうごう薬局　開聞店〒891-0603 0993-27-2151総合メディカル株式会平野　慎治 平24. 4. 1調剤 薬局
     指宿市開聞十町１２９８－１ 常　勤:    2社　代表取締役　坂本 新規 現存
     (薬       2)　賢治 平30. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41010,4073,0 ひかり調剤薬局 〒891-0405 0993-26-3550薬生光株式会社　代表坂梨　彰彦 平26. 5. 1調剤 薬局
     指宿市湊二丁目１２番８号 常　勤:    1取締役　羽生　真 新規 現存
     (薬       1) 平26. 5. 1



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

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表［鹿児島県］

［平成30年 6月 1日現在　薬局　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成    55 頁

  41110,4074,8 ハッピー薬局 〒891-0402 0993-26-4189有限会社　吉元薬局　園田　裕之 平27. 3. 1調剤 薬局
     指宿市十町３５３番地１ 常　勤:    3代表取締役　吉元　忠 新規 現存
     (薬       3)彦 平27. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41210,4075,5 イブスキ薬局 〒891-0401 0993-24-4516株式会社　やぶさめ調鏑流馬　大己 平27. 5. 1調剤 薬局
     指宿市大牟礼１－１－１６ 常　勤:    2剤　代表取締役　鏑流 移動 現存
     (薬       2)馬　大己 平27. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41313,4016,3 のぞみ薬局 〒891-3101 0997-23-2861有限会社　のぞみ薬局溝川　友貴 平10. 9. 1調剤 薬局
     西之表市西之表７４６５番地１０常　勤:    8　代表取締役　小笹　 新規 現存
     (薬       8)忠彦 平28. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41413,4017,1 新星薬局松畠店 〒891-3101 0997-24-3235合名会社　新星薬局　阿世知　学 平11. 7. 1調剤 薬局
     西之表市西之表７４６５番地５ 常　勤:    2代表社員　阿世知　学 移動 現存
     (薬       2) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41513,4019,7 わかば薬局 〒891-3101 0997-23-1217有限会社　ギンザ薬局名越　富士子 平20. 5. 1調剤 薬局
     西之表市西之表７１８６－１ 常　勤:    1　代表取締役　名越　 新規 現存
     (薬       1)富士子 平26. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41613,4021,3 かもめ薬局 〒891-3116 0997-23-1232かもめ薬局株式会社　名越　哲朗 平29. 9. 1調剤 薬局
     西之表市鴨女町９５番地 常　勤:    1代表取締役　名越　哲 新規 現存
     (薬       1)朗 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41714,4007,0 有限会社　丸善薬局 〒891-2123 0994(32)0036有限会社　丸善薬局　川井田　洋介 昭63.11. 1調剤 薬局
     垂水市本町１７番地 常　勤:    1代表取締役　川井田　 現存
     (薬       1)洋介 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41814,4010,4 垂水調剤薬局 〒891-2122 0994-32-5923有限会社　垂水調剤薬竹下　洋平 平 7. 2. 1調剤 薬局
     垂水市上町９６番地 常　勤:    2局　代表取締役　小池 新規 現存
     (薬       2)田　誠 平28. 2. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  41914,4011,2 アルファー　薬局 〒891-2104 0994-32-6400有限会社　サンセイ　鎌田　久穂 平 7. 6. 1調剤 薬局
     垂水市田神３４９８番地５６ 常　勤:    2代表取締役　鎌田　久 新規 現存
     (薬       2)穂 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42014,4014,6 垂水市民薬局 〒891-2124 0994-31-3737有限会社　垂水市民薬坂元　正人 平11. 4. 1調剤 薬局
     垂水市錦江町１番１３５ 常　勤:    4局　代表取締役　後迫 新規 現存
     (薬       4)　成人 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42114,4015,3 フタヤ薬局　垂水店 〒891-2125 0994-32-7252有限会社　二矢メディ中園　立彦 平12. 1. 1調剤 薬局
     垂水市旭町２３番地 常　勤:    2カル　代表取締役　佐 交代 現存
     (薬       2)々木　量由 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42214,4017,9 宮田薬局 〒891-2123 0994-32-0234有限会社くすりの宮田宮田　真也 平15.10. 1調剤 薬局
     垂水市本町６１番地 常　勤:    1　代表取締役　宮田　 新規 現存
     (薬       1)ミホ 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42314,4018,7 ヘルシー薬局垂水店 〒891-2104 0994-32-9022有限会社　のぞみ調剤中川　智子 平16. 4. 1調剤 薬局
     垂水市田神字下福町３４８１番３常　勤:    1薬局　代表取締役　岩 新規 現存
     (薬       1)田　洋海 平28. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42414,4021,1 いちご薬局 〒891-2104 0994-32-3656株式会社　ライドクル楠田　尚樹 平26.11. 1調剤 薬局
     垂水市田神字下福町３４７９番地常　勤:    1ーズ　代表取締役　楠 新規 現存
     ３ (薬       1)田　大樹 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42514,4022,9 ライフ薬局 〒891-2106 0994-31-3322有限会社　アシスト　谷口　道子 平27. 2. 1調剤 薬局
     垂水市中央町２９番地 常　勤:    1代表取締役　後迫　成 新規 現存
     (薬       1)人 平27. 2. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42614,4024,5 あさみ調剤薬局小みか〒891-2126 0994-32-8118松本　あさみ 井上　公宏 平29. 9. 1調剤 薬局
     ん薬局店 垂水市南松原町１０番地 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42715,4002,8 マルヨシ薬局 〒895-0027 0996(22)2423由井薗　洋司 由井薗　洋司 昭54.11.15調剤 薬局
     薩摩川内市西向田町１７－１６ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平29.11.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42815,4004,4 山口薬局 〒895-0027 0996(22)3357有限会社　山口薬局　山口　直美 昭59. 6. 1調剤 薬局
     薩摩川内市西向田町１８－２８ 常　勤:    1代表取締役　山口　直 現存
     (薬       1)美 平29. 6. 1
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  42915,4006,9 東山調剤薬局 〒895-0023 0996(25)1942東山産業　株式会社　林　昌昭 昭60. 3.15調剤 薬局
     薩摩川内市横馬場町２－９ 常　勤:    1代表取締役　林　昌昭 現存
     (薬       1) 平30. 3.15
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43015,4010,1 有限会社　かんだ調剤〒895-0051 0996(23)6910有限会社　ケーワイフ平山　健介 平 5. 2. 1調剤 薬局
     薬局 薩摩川内市東開聞町３番１号 常　勤:    3ァーマシー　代表取締 現存
     (薬       3)役　飯田　和詳 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43115,4011,9 つばさ薬局 〒895-0052 0996(25)4533有限会社　保険調剤つ田村　和久 平 5.10. 1調剤 薬局
     薩摩川内市神田町４－３０ 常　勤:    1ばさ薬局　代表取締役 現存
     (薬       1)　田村　和久 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43215,4012,7 有限会社　吉村薬局 〒895-0023 0996(22)5054有限会社　吉村薬局　吉村　正久 平 6. 6. 1調剤 薬局
     薩摩川内市横馬場町９－２６ 常　勤:    1代表取締役　吉村　正 現存
     (薬       1)久 平30. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43315,4014,3 コスモ青空薬局 〒895-0076 0996(27)0255有限会社　コスモ青空早川　さと子 平 6.10. 1調剤 薬局
     薩摩川内市大小路町５１ー１２ 常　勤:    1調剤薬局　代表取締役 現存
     (薬       1)　早川　さと子 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43415,4015,0 有限会社　ケーアイ調〒895-0211 0996(22)4213有限会社　ケーアイ調慶田　昌大 平 6.11. 1調剤 薬局
     剤薬局 薩摩川内市高城町１９４５番地３常　勤:    4剤薬局　代表取締役　 現存
     (薬       4)門松　秀信 平24.11. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43515,4019,2 白十字　薬局 〒895-0074 0996-20-1110株式会社　白十字総合山下　将央 平 8. 4. 1調剤 薬局
     薩摩川内市原田町５番１号 常　勤:    5薬局　代表取締役　濵 新規 現存
     (薬       5)脇　義次 平29. 4. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43615,4021,8 ゆう　薬局 〒895-0012 0996-20-3802有限会社　ゆう薬局　井前　信哉 平 8.12. 1調剤 薬局
     薩摩川内市平佐町１６９３番地３常　勤:    1代表取締役　新山　太 新規 現存
     ２ (薬       1) 平29.12. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
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  43715,4024,2 そうごう薬局　川内店〒895-0074 0996-27-1650総合メディカル　株式山田　誠司 平 9. 5. 1調剤 薬局
     薩摩川内市原田町２５番１８号 常　勤:    1会社　代表取締役　坂 交代 現存
     (薬       1)本　賢治 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43815,4025,9 そうごう薬局　御陵下〒895-0061 0996-27-1351総合メディカル　株式佐々木　良太 平 9. 5. 1調剤 薬局
     店 薩摩川内市御陵下町１４番地１０常　勤:    2会社　代表取締役　坂 交代 現存
     号 (薬       2)本　賢治 平30. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43915,4028,3 しらゆり調剤薬局 〒895-0076 0996-23-1949有限会社　メディカル山口　裕次 平10. 1. 1調剤 薬局
     薩摩川内市大小路町１９番９号 常　勤:    4コーポレーション宇都 新規 現存
     (薬       4)　代表取締役　宇都　 平28. 1. 1
     非常勤:    2和治
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44015,4030,9 すず調剤薬局 〒895-0051 0996-23-6504有限会社　エフアンド中根　慎治 平10. 4. 1調剤 薬局
     薩摩川内市東開聞町１３番４号 常　勤:    1エフ　理事長　城ヶ原 新規 現存
     (薬       1)博文 平28. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44115,4031,7 めぐみ薬局 〒895-0074 0996-27-1011有限会社　イーストリ川畑　和昭 平10. 6. 1調剤 薬局
     薩摩川内市原田町３０番２７号 常　勤:    1バー　代表取締役　川 新規 現存
     (薬       1)畑　和昭 平28. 6. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44215,4039,0 あおい薬局 〒895-0072 0996-27-7440ａｏｉ株式会社　代表鬼塚　俊雅 平13. 4. 1調剤 薬局
     薩摩川内市中郷三丁目６２番地 常　勤:    3取締役　濵田　貴代 新規 現存
     (薬       3) 平25. 4. 1
     非常勤:   14
     (薬      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44315,4041,6 はらだ薬局　平佐店 〒895-0012 0996-22-0987有限会社　はらだ薬品笹川　大介 平14. 4. 1調剤 薬局
     薩摩川内市平佐町３７３９番地６常　勤:    2　代表取締役　原田　 新規 現存
     (薬       2)律誠 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  44415,4042,4 宮崎町薬局 〒895-0013 0996-27-8797有限会社　エム・ワイ松若　幸久 平14. 4. 1調剤 薬局
     薩摩川内市宮崎町３０００番地 常　勤:    1　代表取締役　古園　 新規 現存
     (薬       1)浩 平26. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44515,4043,2 大小路ふれあい薬局 〒895-0076 0996-27-8810有限会社　オーエヌ・鬼木　善典 平14. 4. 1調剤 薬局
     薩摩川内市大小路町３９番１２号常　勤:    1メディスン　代表取締 新規 現存
     (薬       1)役　鬼木　善典 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44615,4044,0 さと薬局 〒895-0012 0996-27-8756有限会社　いさむメデ渡邊　雅紀 平15. 4. 1調剤 薬局
     薩摩川内市平佐町１６８９番地８常　勤:    2ィカル　代表取締役　 新規 現存
     (薬       2)東　勇一 平27. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44715,4045,7 さつき薬局 〒895-0041 0996-27-8765有限会社　エフ　アン盛滿　卓哉 平15. 4. 1調剤 薬局
     薩摩川内市隈之城町１４７６番地常　勤:    1ド　エフ　代表取締役 新規 現存
     ３ (薬       1)　城ヶ原　博文 平27. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44815,4047,3 ヘルシー薬局　川内店〒895-0075 0996-20-7820有限会社　のぞみ調剤福　健太郎 平16. 6. 1調剤 薬局
     薩摩川内市東大小路町４５番５号常　勤:    3薬局　代表取締役　岩 新規 現存
     (薬       3)田　洋海 平28. 6. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44915,4048,1 盛和薬局 〒895-0031 0996-27-1500有限会社　盛和薬品　桑畑　弘一 平16. 7. 1調剤 薬局
     薩摩川内市勝目町５８６０番地３常　勤:    1代表取締役　桑畑　弘 組織変更 現存
     (薬       1)一 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45015,4049,9 福田薬局 〒895-1203 0996(38)0003福田　克朗 福田　克朗 昭62.12. 1調剤 薬局
     薩摩川内市樋脇町市比野２５６１常　勤:    2 現存
     番地 (薬       2) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45115,4050,7 元島薬局 〒895-1402 0996-44-2077元島　愛一郎 元島　愛一郎 平 7. 5. 1調剤 薬局
     薩摩川内市入来町浦之名７４６４常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  45215,4051,5 とうごう薬局 〒895-1106 0996-42-0243有限会社　とうごう薬皆元　大輔 平 9. 4. 1調剤 薬局
     薩摩川内市東郷町斧渕３１５番地常　勤:    1局　代表取締役　皆元 新規 現存
     (薬       1)　大輔 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45315,4052,3 市比野調剤薬局 〒895-1203 0996-21-0015有限会社　メディシナ坂江　弘一朗 平10.12. 1調剤 薬局
     薩摩川内市樋脇町市比野３０８７常　勤:    3サルウ　代表取締役　 新規 現存
     番地 (薬       3)坂江　弘一朗 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45415,4053,1 祁答院薬局 〒895-1501 0996-21-8085有限会社　伊津部薬局向井　秀光 平15. 3. 3調剤 薬局
     薩摩川内市祁答院町下手９７７番常　勤:    1　代表取締役　向井　 新規 現存
     地 (薬       1)勇人 平27. 3. 3
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45515,4054,9 いむた薬局 〒895-1502 0996-31-8228有限会社　鶴竹　代表上野　耕司 平15.12. 1調剤 薬局
     薩摩川内市祁答院町藺牟田２１０常　勤:    2取締役　上野　耕司 新規 現存
     ８番地２ (薬       2) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45615,4055,6 ドレミ薬局　入来店 〒895-1402 0996-21-4575有限会社　本町薬局　川添　希 平16.11. 1調剤 薬局
     薩摩川内市入来町浦之名大迫７８常　勤:    1代表取締役　平　剛美 新規 現存
     ８１－３ (薬       1) 平28.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45715,4057,2 さつま薬局 〒895-0061 0996-20-0324有限会社　ナイスファ吉元　広美 平17. 6. 1調剤 薬局
     薩摩川内市御陵下町２６５０番地常　勤:    1ーマシー　代表取締役 新規 現存
     ３ (薬       1)　田之上　晃 平29. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45815,4058,0 花咲薬局 〒895-0012 0996-20-7621有限会社　盛和薬品　桑畑　佐奈江 平17. 6. 1調剤 薬局
     薩摩川内市平佐町４３１４番地１常　勤:    1代表取締役　桑畑　弘 新規 現存
     ０ (薬       1)一 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45915,4059,8 アジア薬局 〒895-0076 0996-20-7721有限会社　ＭＥＤＩＣ川内　友紀 平17. 7. 1調剤 薬局
     薩摩川内市大小路町２２番１０号常　勤:    1ＡＬ　ＳＥＥＤ　代表 新規 現存
     (薬       1)取締役　川内　友紀 平29. 7. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  46015,4060,6 ひぐらし薬局 〒895-0025 0996-23-1646有限会社　柳香　代表羽賀　真一 平17.11. 1調剤 薬局
     薩摩川内市向田町１０１６番地 常　勤:    1取締役　羽賀　真一 新規 現存
     (薬       1) 平29.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46115,4063,0 わかさ薬局 〒895-0063 0996-22-0543有限会社　れいめい　有留　浩一 平18.11. 6調剤 薬局
     薩摩川内市若葉町３番６号 常　勤:    1代表取締役　今田　信 移動 現存
     (薬       1)二 平24.11. 6
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46215,4064,8 こころ調剤薬局 〒895-0051 0996-24-0556株式会社　こころ調剤福田　寛正 平18.12. 1調剤 薬局
     薩摩川内市東開聞町６番２０号 常　勤:    1薬局　代表取締役　堀 新規 現存
     (薬       1)切　久美子 平24.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46315,4066,3 薬局　信光社 〒895-0053 0996-22-3684慶田　好美 慶田　滝子 平19. 1. 1調剤 薬局
     薩摩川内市冷水町３６５番地１１常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46415,4067,1 サンライズ薬局 〒895-0066 0996-20-7471株式会社　Ｎ＆Ｔファ藤井　智子 平19. 1. 1調剤 薬局
     薩摩川内市五代町３２１７番地１常　勤:    1ーマ　代表取締役　藤 新規 現存
     (薬       1)井　規好 平25. 1. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46515,4068,9 クアルタあおい薬局 〒895-0072 0996-21-1217ａｏｉ株式会社　代表下津　雄樹 平19. 4.16調剤 薬局
     薩摩川内市中郷１丁目３９番３４常　勤:    1取締役　濵田　貴代 新規 現存
     号 (薬       1) 平25. 4.16
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46615,4069,7 有限会社　センヤク　〒895-0021 0996-23-8934有限会社　センヤク　阿久根　憲造 平19. 7. 1調剤 薬局
     あさがお薬局 薩摩川内市向田本町１８番１９号常　勤:    1代表取締役　阿久根　 移動 現存
     (薬       1)憲造 平25. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  46715,4070,5 はらだ薬局　中郷店 〒895-0072 0996-25-1321有限会社　はらだ薬品原田　律誠 平20. 6. 1調剤 薬局
     薩摩川内市中郷１丁目１２番２１常　勤:    4　代表取締役　原田　 移動 現存
     号 (薬       4)律誠 平26. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46815,4074,7 あさひ調剤薬局中央店〒895-0023 0996-29-4622有限会社　和光メディ赤﨑　直人 平22.11. 1調剤 薬局
     薩摩川内市横馬場町５番６号 常　勤:    1カル　代表取締役　松 新規 現存
     (薬       1)尾　隆徳 平28.11. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46915,4075,4 ビオラ調剤薬局 〒895-0062 0996-21-1655芝原　一憲 芝原　一憲 平23. 6. 1調剤 薬局
     薩摩川内市大王町４番８ー２号 常　勤:    1 移動 現存
     (薬       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47015,4076,2 オーロラ薬局 〒899-1921 0996-41-4411有限会社　優桜薬品　松本　真弓 平23. 7. 1調剤 薬局
     薩摩川内市水引町３２４７－１３常　勤:    2代表取締役　東郷　和 新規 現存
     (薬       2)彦 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47115,4077,0 なごみ薬局 〒895-0012 0996-22-3320有限会社　エフアンド中島　育枝 平24. 2. 1調剤 薬局
     薩摩川内市平佐町４２３４－２ 常　勤:    1エフ　代表取締役　城 新規 現存
     (薬       1)ヶ原　博文 平30. 2. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47215,4078,8 そうごう薬局　永利店〒895-0005 0996-20-7201総合メディカル　株式横手　祐哉 平24. 3. 1調剤 薬局
     薩摩川内市永利町２４５２－５ 常　勤:    1会社　代表取締役　坂 新規 現存
     (薬       1)本　賢治 平30. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47315,4079,6 はらだ薬局　上川内店〒895-0061 0996-41-5018有限会社　はらだ薬品德田　佐和子 平24. 5. 1調剤 薬局
     薩摩川内市御陵下町３１４４番地常　勤:    1　代表取締役　原田　 新規 現存
     １ (薬       1)律誠 平30. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47415,4080,4 有限会社　ケーアイ調〒895-0067 0996-21-1952有限会社　ケーアイ調藁科　和義 平24. 5. 1調剤 薬局
     剤薬局　五代店 薩摩川内市上川内町３３０６番地常　勤:    1剤薬局　代表取締役　 移動 現存
     (薬       1)門松　秀信 平30. 5. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
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  47515,4081,2 みやび薬局　隈之城店〒895-0041 0996-29-3501株式会社　みやびメデ福山　千聖 平24.10. 1調剤 薬局
     薩摩川内市隈之城町１２１１－１常　勤:    1ィカル　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)阿部　雅幸 平24.10. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47615,4083,8 はらだ薬局　大王店 〒895-0062 0996-41-6109有限会社　はらだ薬品中馬　僚平 平26. 1. 4調剤 薬局
     薩摩川内市大王町１番地６ 常　勤:    3　代表取締役　原田　 新規 現存
     (薬       3)律誠 平26. 1. 4
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47715,4084,6 くれよん調剤薬局 〒895-0031 0996-21-1166株式会社　アップルフ髙嶋　房子 平26. 2. 1調剤 薬局
     薩摩川内市勝目町４１１０－２１常　勤:    1ァーマ　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)髙嶋　房子 平26. 2. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47815,4085,3 ハーブ調剤薬局 〒895-0006 0996-20-5101株式会社　セゾン　代松尾　武 平26. 4. 1調剤 薬局
     薩摩川内市田崎町１０７２－５ 常　勤:    1表取締役　松田　浩一 組織変更 現存
     (薬       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47915,4087,9 アクア薬局　川内 〒895-0072 0996-20-0008有限会社　アクア　代御手洗　洋一 平27. 5. 1調剤 薬局
     薩摩川内市中郷四丁目６番 常　勤:    1表取締役　岩﨑　弘樹 新規 現存
     (薬       1) 平27. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48015,4088,7 ひかり調剤薬局 〒895-0072 0996-22-7902有限会社　ひかり調剤下園　雄治 平27.11. 1調剤 薬局
     薩摩川内市中郷一丁目１１番２号常　勤:    4薬局　代表取締役　下 移動 現存
     (薬       4)園　雄治 平27.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48115,4089,5 水引薬局 〒899-1921 0996-31-2010有限会社　エフアンド東　伸吾 平28. 1. 1調剤 薬局
     薩摩川内市水引町７６１５番２２常　勤:    1エフ　代表取締役　城 移動 現存
     (薬       1)ケ原　博文 平28. 1. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  48215,4091,1 ライフ薬局　育英店 〒895-0072 0996-29-5129有限会社　アシスト　後迫　成人 平28. 5. 1調剤 薬局
     薩摩川内市中郷四丁目２４８番地常　勤:    1代表取締役　後迫　成 新規 現存
     (薬       1)人 平28. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48315,4092,9 スマイル薬局川内駅前〒895-0026 0996-29-3630株式会社　スリーピー神野　真幸 平28.10. 1調剤 薬局
     店 薩摩川内市東向田町１０１番地 常　勤:    1スコーポレーション　 新規 現存
     (薬       1)代表取締役　山田　省 平28.10. 1
     非常勤:    1三
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48415,4093,7 川内調剤薬局 〒895-0063 0996-25-3985野元　健一 野元　健一 平28.11. 1調剤 薬局
     薩摩川内市若葉町３番２０号 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平28.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48515,4094,5 きずな薬局　平佐店 〒895-0012 0996-22-0987株式会社　ゆかりファ笹川　大介 平30. 6. 1調剤 薬局
     薩摩川内市平佐町３７３９番地６常　勤:    3ーマシー　代表取締役 新規 現存
     (薬       3)　笹川　ゆかり 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48616,4001,8 かみぞの薬局 〒899-3301 099-296-2038株式会社　かみぞの薬上園　斉昭 昭41. 6. 1調剤 薬局
     日置市吹上町中原２９２９ 常　勤:    2局　代表取締役　上園 現存
     (薬       2)　斉昭 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48716,4003,4 吹上調剤薬局 〒899-3221 099-299-3061株式会社　文寿　代表門前　孝一 平 2. 5. 1調剤 薬局
     日置市吹上町永吉１４２４３－３常　勤:    1取締役　寺脇　大 新規 現存
     (薬       1) 平29. 5. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48816,4004,2 有限会社　湯之元駅前〒899-2201 099-274-0806有限会社　湯之元駅前山信田　智 平 3. 4. 1調剤 薬局
     調剤薬局 日置市東市来町湯田３６１０番地常　勤:    3調剤薬局　代表取締役 現存
     ５ (薬       3)　中渡瀬　岩男 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48916,4005,9 やまぐち薬局 〒899-2501 099-273-5311有限会社　やまぐち　山口　三千男 平 4. 9. 1調剤 薬局
     日置市伊集院町下谷口１８１９－常　勤:    1代表取締役　山口　三 現存
     ２ (薬       1)千男 平28. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表［鹿児島県］

［平成30年 6月 1日現在　薬局　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成    65 頁

  49016,4010,9 平成薬局 〒899-2521 099-272-3213有限会社　スエヒロ　末廣　直隆 平 6.10. 1調剤 薬局
     日置市伊集院町大田７９５ 常　勤:    2取締役　末廣　直隆 現存
     (薬       2) 平24.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49116,4011,7 みやび薬局 〒899-2201 099-274-6070株式会社　みやびメデ後夷　大輔 平 8. 1. 1調剤 薬局
     日置市東市来町湯田２９９２番地常　勤:    1ィカル　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)阿部　雅幸 平29. 1. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49216,4014,1 とも調剤薬局 〒899-3300 099-296-3322有限会社　とも調剤薬川畑　信浩 平10.11. 1調剤 薬局
     日置市吹上町湯之浦２３５１番地常　勤:    3局　代表取締役　川畑 新規 現存
     (薬       3)　秀志 平28.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49316,4015,8 日置市民薬局 〒899-3101 099-246-8055有限会社　スエヒロ　千田　直三 平10.12. 1調剤 薬局
     日置市日吉町日置１１５２番地１常　勤:    1代表取締役　末廣　直 新規 現存
     (薬       1)隆 平28.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49416,4017,4 有限会社　ケーアイ調〒899-2502 099-272-0881有限会社　ケーアイ調松島　貴子 平11. 4. 1調剤 薬局
     剤薬局　伊集院店 日置市伊集院町徳重三丁目１番地常　勤:    2剤薬局　代表取締役　 新規 現存
     ５ (薬       2)門松　秀信 平29. 4. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49516,4018,2 まこと薬局 〒899-2504 099-272-0600有限会社　まこと薬局久保　等 平11. 8. 1調剤 薬局
     日置市伊集院町郡二丁目７４番地常　勤:    3　代表取締役　久保　 新規 現存
     (薬       3)等 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49616,4019,0 有限会社　ケーアイ調〒899-2506 099-273-2381有限会社　ケーアイ調関　誠樹 平14. 1. 1調剤 薬局
     剤薬局　清藤店 日置市伊集院町清藤２００６番地常　勤:    3剤薬局　代表取締役　 新規 現存
     ３ (薬       3)門松　秀信 平26. 1. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  49716,4022,4 きりん薬局 〒899-2501 099-272-7666株式会社　ツール・ド松島　宏和 平16. 4. 1調剤 薬局
     日置市伊集院町下谷口２０３２－常　勤:    1・メディケーション　 新規 現存
     １ (薬       1)代表取締役　原口　憲 平28. 4. 1
     非常勤:    7顕
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49816,4025,7 れいめい調剤薬局 〒899-2502 099-821-1045株式会社　れいめいメ折田　理佐 平18. 3. 1調剤 薬局
     日置市伊集院町徳重１丁目１４－常　勤:    1ディカル　代表取締役 新規 現存
     ３ (薬       1)　福﨑　泰史 平30. 3. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49916,4026,5 こじか調剤薬局 〒899-2503 099-246-5558株式会社　ＫＯＪＩＫ中島　泉 平18.11. 1調剤 薬局
     日置市伊集院町妙円寺二丁目３４常　勤:    2Ａ　代表取締役　荒木 新規 現存
     番地５ (薬       2)　寛 平24.11. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50016,4030,7 あさみ調剤薬局 〒899-3101 099-246-8288松本　あさみ 服部　友幸 平20. 3. 1調剤 薬局
     日置市日吉町日置３９０－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平26. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50116,4031,5 ＪＲ九州ドラッグイレ〒899-2505 099-272-0551ＪＲ九州ドラッグイレ野島　壮太 平20.11. 1調剤 薬局
     ブン薬局伊集院店 日置市伊集院町猪鹿倉９８番地 常　勤:    2ブン株式会社　代表取 新規 現存
     (薬       2)締役　今林　泰 平26.11. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50216,4032,3 ほんまち薬局 〒899-3301 099-296-5450有限会社　メディ・フ渡邊　信人 平21. 9. 1調剤 薬局
     日置市吹上町中原２６１１－１ 常　勤:    1ラワー　代表取締役　 組織変更 現存
     (薬       1)渡邊　信人 平27. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50316,4033,1 伊集院調剤薬局 〒899-2502 099-246-5880株式会社　メイファー尾花　圭太郎 平23. 5. 1調剤 薬局
     日置市伊集院町徳重２丁目７番地常　勤:    1マシー　代表取締役　 組織変更 現存
     １ハイツ中原１０２号 (薬       1)小林　正喜 平29. 5. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  50416,4034,9 ひおき薬局 〒899-2502 099-248-9777横峯　壽一 横峯　壽一 平24. 4. 1調剤 薬局
     日置市伊集院町徳重三丁目７番地常　勤:    2 新規 現存
     ３ (薬       2) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50516,4035,6 花田薬局 〒899-3306 099-245-1720南州薬品株式会社　代迫田　知江 平26. 4. 1調剤 薬局
     日置市吹上町小野１１９８番地１常　勤:    1表取締役　横峯　宏尚 組織変更 現存
     (薬       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50616,4036,4 カゴシマ薬局　長里店〒899-2202 099-274-6229有限会社ＢＣＳメディ桑畑　剛寿 平27. 4. 1調剤 薬局
     日置市東市来町長里４８ 常　勤:    1カル　代表取締役　桑 新規 現存
     (薬       1)畑　剛寿 平27. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50716,4037,2 すみれ薬局 〒899-2504 099-210-7281有限会社　オーエヌ・佐藤　進一 平29. 9. 1調剤 薬局
     日置市伊集院町郡二丁目６６番 常　勤:    1メディスン　代表取締 新規 現存
     (薬       1)役　鬼木　善典 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50817,4002,4 有限会社　末吉薬局 〒899-8607 0986(76)0149（有）末吉薬局　代表荒川　秀明 昭59. 7.16調剤 薬局
     曽於市末吉町本町１丁目５番地の常　勤:    1取締役　荒川　秀明 現存
     ６ (薬       1) 平29. 7.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50917,4003,2 栄町薬局 〒899-8602 0986(76)4240有限会社栄町薬局　代坂上　仭 昭59. 9.17調剤 薬局
     曽於市末吉町栄町１丁目５－２０常　勤:    1表取締役　坂上　仭 現存
     (薬       1) 平29. 9.17
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51017,4004,0 財部調剤薬局 〒899-4101 0986(72)1110有限会社財部調剤薬局坂下　陽子 昭61.12.15調剤 薬局
     曽於市財部町南俣１１２７２番地常　勤:    1　代表取締役　坂下　 現存
     ５ (薬       1)充良 平28.12.15
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  51117,4008,1 有限会社　ヒロ調剤薬〒899-8607 0986(76)4263有限会社ヒロ調剤薬局中島　啓 平 6. 3. 1調剤 薬局
     局 曽於市末吉町本町２－１１－６ 常　勤:    3　代表取締役　中島　 現存
     (薬       3)仁 平30. 3. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51217,4011,5 やまのうち薬局 〒899-8102 099-482-6615有限会社　ウェルネス山之内　利三郎 平 7.11. 1調剤 薬局
     曽於市大隅町下窪町１０１番地 常　勤:    1ドラッグ　代表取締役 移動 現存
     (薬       1)　山之内　利三郎 平28.11. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51317,4012,3 まごころ　調剤薬局 〒899-4101 0986-72-0745有限会社　三和メディ中俣　智浩 平 9.12. 1調剤 薬局
     曽於市財部町南俣３６１３番地１非常勤:    2カル　代表取締役　勢 移動 現存
     (薬       2)井　昭広 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51417,4013,1 あおい薬局 〒899-8605 0986-76-1035ａｏｉ株式会社　代表小川　洋子 平10. 2. 1調剤 薬局
     曽於市末吉町二之方２１２８ 常　勤:    1取締役　濵田　貴代 移動 現存
     (薬       1) 平28. 2. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51517,4015,6 きらら薬局 〒899-8605 0986-76-2600有限会社　丸一産業　山之内　一秀 平14. 6. 1調剤 薬局
     曽於市末吉町上町４丁目３番地１常　勤:    2代表取締役　山之内　 新規 現存
     ０ (薬       2)一秀 平26. 6. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51617,4016,4 豊栄調剤薬局　岩川店〒899-8100 099-482-5775有限会社　豊栄調剤薬藤善　利華 平15. 1.14調剤 薬局
     曽於市大隅町鳴神町９３番地２ 常　勤:    1局　代表取締役　有村 移動 現存
     (薬       1)　元秀 平27. 1.14
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51717,4017,2 コトブキ薬局　鹿児島〒899-8106 099-471-2720株式会社　阪神調剤薬林　大助 平16.12.13調剤 薬局
     店 曽於市大隅町下窪町２番地の２ 常　勤:    5局　代表取締役　岩崎 移動 現存
     (薬       5)　壽毅 平28.12.13
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  51817,4018,0 テルセラあおい薬局 〒899-8603 0986-28-8161ａｏｉ株式会社　代表濵田　貴代 平17.12. 1調剤 薬局
     曽於市末吉町新町一丁目９－１ 常　勤:    1取締役　濵田　貴代 新規 現存
     (薬       1) 平29.12. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51917,4019,8 曽於薬剤師会薬局 〒899-8212 099-482-2855特定非営利活動法人　井元　奈央 平18.10. 1調剤 薬局
     曽於市大隅町月野８９３番地１ 常　勤:    1そお薬剤師会　理事　 新規 現存
     (薬       1)田﨑　恵 平24.10. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52017,4021,4 中央薬局 〒899-4101 0986-72-2121合同会社　中央薬局　塚野　一哉 平27. 7. 1調剤 薬局
     曽於市財部町南俣１７０５－２６常　勤:    2代表社員　塚野　一哉 移動 現存
     (薬       2) 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52118,4001,4 緑調剤薬局　串木野店〒896-0026 0996(33)1811有限会社　緑調剤薬局山中　明子 平 3. 5. 1調剤 薬局
     いちき串木野市昭和通２７６ 常　勤:    1　取締役　福山　克幸 現存
     (薬       1) 平30. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52218,4005,5 串木野　調剤薬局 〒896-0055 0996-32-8116有限会社　エムジーメ眞子　敏哉 平 7. 7. 1調剤 薬局
     いちき串木野市照島５４３２番地常　勤:    2ディカル　代表取締役 組織変更 現存
     １ (薬       2)　眞子　敏哉 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52318,4006,3 吉見天寿堂　薬局 〒896-0013 0996-32-2240有限会社　吉見天寿堂吉見　ちず子 平 7. 9. 1調剤 薬局
     いちき串木野市栄町２９ 常　勤:    2　取締役　吉見　ちず 移動 休止
     (薬       2)子 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52418,4007,1 ハロー薬局 〒896-0002 0996-32-8659有限会社　メディハウ原野　正昭 平 9. 6. 1調剤 薬局
     いちき串木野市春日町８１番地 常　勤:    1ス　代表取締役　加藤 新規 現存
     (薬       1)　政信 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52518,4008,9 有限会社　おがわ調剤〒896-0014 0996-33-1647有限会社　おがわ調剤小川　武彦 平10.10. 1調剤 薬局
     薬局 いちき串木野市元町１８３番地 常　勤:    2薬局　代表取締役　小 移動 現存
     (薬       2)川　武彦 平28.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52618,4010,5 有限会社保険調剤　つ〒896-0002 0996-33-0900有限会社　保険調剤つ下田　健一 平12. 5. 1調剤 薬局
     ばさ薬局　串木野 いちき串木野市春日町５番地２ 常　勤:    2ばさ薬局串木野　取締 交代 現存
     (薬       2)役　下田健一 平30. 5. 1
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  52718,4011,3 ニューことぶき調剤薬〒896-0003 0996-33-1891有限会社　ビーダブル山内　靖久 平12. 6. 1調剤 薬局
     局 いちき串木野市京町５８番５号 常　勤:    2エム　代表取締役　大 その他 現存
     (薬       2)西　美佐子 平30. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52818,4012,1 すこやか調剤薬局　坂〒896-0078 0996-32-3707メディカル・システム平田　律子 平12. 8. 1調剤 薬局
     下店 いちき串木野市生福５４１９番地常　勤:    1　株式会社　代表取締 移動 現存
     ２ (薬       1)役　平田　律子 平24. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52918,4014,7 アクア薬局 〒896-0003 0996-33-2933有限会社　アクア　代岩﨑　弘樹 平15. 4. 1調剤 薬局
     いちき串木野市京町４２番地３ 常　勤:    1表取締役　岩﨑　弘樹 新規 現存
     (薬       1) 平27. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53018,4016,2 みやび薬局　市来店 〒899-2103 0996-21-5030株式会社　みやびメデ川原　元治 平 9. 3. 1調剤 薬局
     いちき串木野市大里３９１０ー６常　勤:    1ィカル　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)阿部　雅幸 平30. 3. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53118,4019,6 ゆう薬局　串木野店 〒896-0026 0996-32-3121有限会社　ゆう薬局　中村　明美 平18. 7. 1調剤 薬局
     いちき串木野市昭和通１３４番８常　勤:    1代表取締役　新山　太 新規 現存
     (薬       1) 平24. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53218,4020,4 すこやか調剤薬局　別〒896-0037 0996-33-0450メディカル・システム平田　和博 平18. 9. 4調剤 薬局
     府店 いちき串木野市別府３９９４番地常　勤:    1株式会社　代表取締役 移動 現存
     １８ (薬       1)　平田　律子 平24. 9. 4
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53318,4021,2 健美堂薬局　串木野店〒896-0001 0996-33-5677有限会社　健美堂薬局前川　由紀 平19.11.26調剤 薬局
     いちき串木野市曙町９５番 常　勤:    1　川畑　紀健 新規 現存
     (薬       1) 平25.11.26
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  53418,4022,0 いーぐる調剤薬局 〒899-2101 0996-36-5513有限会社　伊津部薬局向井　睦美 平20. 1. 1調剤 薬局
     いちき串木野市湊町一丁目２１２常　勤:    1　代表取締役　向井　 新規 現存
     番地 (薬       1)勇人 平26. 1. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53518,4024,6 虹色薬局 〒896-0026 0996-29-3381株式会社　ツール・ド水間　潤 平23. 4. 1調剤 薬局
     いちき串木野市昭和通１３１番出常　勤:    1・メディケーション　 新規 現存
     水ビル１０１号 (薬       1)代表取締役　原口　憲 平29. 4. 1
     非常勤:    1顕
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53618,4025,3 さのさ調剤薬局 〒896-0012 0996-21-2280株式会社　メイファー犬伏　努 平23. 5. 1調剤 薬局
     いちき串木野市中尾町７５番地 常　勤:    2マシー　代表取締役　 組織変更 現存
     (薬       2)小林　正喜 平29. 5. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53718,4027,9 まごころ調剤薬局 〒896-0011 0996-32-4811有限会社　デイジー　満永　浩司 平24. 5. 1調剤 薬局
     いちき串木野市大原町８０番地２常　勤:    1代表取締役　国生　泰 新規 現存
     号 (薬       1)和 平30. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53818,4028,7 ゆうき薬局　市来店 〒899-2101 0996-29-4266有限会社　角田　角田桐原　香織 平24.10. 1調剤 薬局
     いちき串木野市湊町三丁目８８番常　勤:    1　真一 新規 現存
     (薬       1) 平24.10. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53918,4029,5 とまと薬局　串木野店〒896-0014 0996-32-2270株式会社　とまとステ有木　絵里子 平29. 8. 7調剤 薬局
     いちき串木野市元町１５３番 常　勤:    2ーション　代表取締役 移動 現存
     (薬       2)　小笹　忠彦 平29. 8. 7
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54019,4002,0 霧島市民薬局中央 〒899-4332 0995(47)1855株式会社　霧島市民薬百原　美佐緒 昭63.10. 1調剤 薬局
     霧島市国分中央１丁目７－６０ 常　勤:    1局　代表取締役　寺脇 現存
     (薬       1)　康文　福森　淳 平24.10. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  54119,4003,8 みなと調剤薬局 〒899-4312 0995(47)2062有限会社　みなと調剤今出　唯史 昭63.11. 1調剤 薬局
     霧島市国分山下町１６５４－６ 常　勤:    1薬局　代表取締役　今 現存
     (薬       1)出　唯史 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54219,4006,1 中央一丁目薬局 〒899-4332 0995(46)2858有限会社　メディカル初村　喜康 平 6. 8. 1調剤 薬局
     霧島市国分中央１－２１－３１ 常　勤:    1アイ　代表取締役　初 現存
     (薬       1)村　喜康 平24. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54319,4008,7 ハート薬局 〒899-4352 0995-46-1910有限会社　中央調剤薬黒田　孝 平 8. 1. 1調剤 薬局
     霧島市国分向花字上中臺１６６ー常　勤:    1局　代表取締役　黒田 移動 現存
     ２ (薬       1)　孝 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54419,4011,1 こすもす薬局 〒899-4332 0995-64-0311有限会社　こすもす　宮下　和己 平 9.12. 1調剤 薬局
     霧島市国分中央四丁目１５番３号常　勤:    2代表取締役　黒田　孝 新規 現存
     (薬       2) 平27.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54519,4014,5 すみれ薬局 〒899-4351 0995-48-8662有限会社　こすもす　永松　浩太郎 平12. 7. 1調剤 薬局
     霧島市国分新町一丁目６番５２－常　勤:    1代表取締役　黒田　孝 新規 現存
     ７号 (薬       1) 平24. 7. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54619,4017,8 なのはな薬局 〒899-4312 0995-45-3305株式会社　吉重薬品　出石　順 平15. 1. 1調剤 薬局
     霧島市国分山下町１７３９番地２常　勤:    1代表取締役　吉重　康 新規 現存
     (薬       1)朗 平27. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54719,4018,6 ナカムラ薬局 〒899-4332 0995-45-0624有限会社　ナカムラ薬中村　有介 平15. 6. 1調剤 薬局
     霧島市国分中央五丁目４番６号 常　勤:    1品　中村　有介 新規 現存
     (薬       1) 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54819,4019,4 きらら薬局 〒899-4351 0995-47-5656有限会社スターメディ東　裕二 平15.10. 1調剤 薬局
     霧島市国分新町二丁目３番１３号常　勤:    1カル　代表取締役　坂 新規 現存
     (薬       1)口　秀孝　坂口　真紀 平27.10. 1
     非常勤:    1子
     (薬       1)
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  54919,4020,2 イルカ調剤薬局　国分〒899-4352 0995-64-0883株式会社ｉＲＵＦＡ　大竹野　智子 平15.11. 1調剤 薬局
     店 霧島市国分向花１１２－１ 常　勤:    4代表取締役　木村　貴 移動 現存
     (薬       4)博 平27.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55019,4021,0 かりん薬局 〒899-4321 0995-48-5670株式会社　吉重薬品　吉永　敏博 平16. 2. 1調剤 薬局
     霧島市国分広瀬一丁目１２番２１常　勤:    3代表取締役　吉重　康 新規 現存
     号 (薬       3)朗 平28. 2. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55119,4022,8 たんぽぽ薬局 〒899-4462 0995-48-5788株式会社　メディチェ河野　通浩 平16. 8. 1調剤 薬局
     霧島市国分敷根字駒方１３７４－常　勤:    1スト　代表取締役　吉 新規 現存
     ７ (薬       1)柳　秀雄 平28. 8. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55219,4027,7 寺脇薬局 〒899-6507 0995(76)2008株式会社文寿　代表取福森　明美 平 4. 5. 1調剤 薬局
     霧島市牧園町宿窪田９２７－４ 常　勤:    1締役　寺脇　大 現存
     (薬       1) 平28. 5. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55319,4028,5 タケダ　薬局 〒899-4201 0995-57-0025有限会社　タケダ　代竹田　満 平 7. 2. 1調剤 薬局
     霧島市霧島田口１５番地 常　勤:    1表取締役　竹田　満 新規 現存
     (薬       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55419,4030,1 とざか　薬局 〒899-5115 0995-64-2500有限会社　兜坂薬局　兜坂　由美 平 8. 7. 1調剤 薬局
     霧島市隼人町東郷９３番地３ 常　勤:    1代表取締役　兜坂浩教 新規 現存
     (薬       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55519,4031,9 わかば　調剤薬局 〒899-5111 0995-43-5430八木　新 八木　新 平 8. 9. 1調剤 薬局
     霧島市隼人町姫城１丁目２２８番常　勤:    1 新規 現存
     地 (薬       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55619,4032,7 牧之原　調剤薬局 〒899-4501 0995-56-3020有限会社　ツサキ商事西川　義人 平 9. 2. 1調剤 薬局
     霧島市福山町福山４５１７番地３常　勤:    2　代表取締役　角崎　 交代 現存
     (薬       2)義徳 平30. 2. 1
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  55719,4033,5 サン　調剤薬局 〒899-6303 0995-72-1800有限会社　サン調剤薬家村　俊子 平 9. 5. 1調剤 薬局
     霧島市横川町中ノ２４４番地３ 常　勤:    1局　代表取締役　家村 交代 現存
     (薬       1)　俊子 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55819,4034,3 とざか薬局　隼人店 〒899-5102 0995-64-2270有限会社　兜坂薬局　兜坂　浩教 平10. 6. 1調剤 薬局
     霧島市隼人町真孝８４５番地５ 常　勤:    1代表取締役　兜坂　浩 新規 現存
     (薬       1)教 平28. 6. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55919,4036,8 フロム薬局 〒899-5102 0995-44-9292有限会社　フロム薬局竹山　志織 平11. 9. 1調剤 薬局
     霧島市隼人町真孝１０１３番６ 常　勤:    1　代表取締役　宮脇　 新規 現存
     (薬       1)厳 平29. 9. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56019,4037,6 有限会社　ひなた調剤〒899-5115 0995-42-8704有限会社　ひなた調剤淺野　真民 平12. 7. 1調剤 薬局
     薬局 霧島市隼人町東郷一丁目２８１ 常　勤:    1薬局　代表取締役　淺 新規 現存
     (薬       1)野　真民 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56119,4039,2 あもりがわ薬局 〒899-5112 0995-44-9211有限会社　あもりがわ田原　洋 平13. 1. 1調剤 薬局
     霧島市隼人町松永３３０７番地１常　勤:    6薬局　代表取締役　小 新規 現存
     (薬       6)笹　忠彦 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56219,4040,0 有限会社　ケーアイ調〒899-6401 0995-59-1555有限会社　ケーアイ調髙山　隆文 平14. 1. 1調剤 薬局
     剤薬局　溝辺店 霧島市溝辺町有川３２７番地４ 常　勤:    2剤薬局　代表取締役　 新規 現存
     (薬       2)門松　秀信 平26. 1. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56319,4043,4 ことり薬局 〒899-5115 0995-44-7175株式会社　メディチェ德田　澄子 平15. 2. 3調剤 薬局
     霧島市隼人町東郷字高江１１０番常　勤:    1スト　代表取締役　吉 新規 現存
     地４ (薬       1)柳　秀雄 平27. 2. 3
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56419,4044,2 あおぞら薬局 〒899-6404 0995-58-9877株式会社　メディチェ鎌田　祥子 平15.12. 1調剤 薬局
     霧島市溝辺町麓字麓原１５０３－常　勤:    1スト　代表取締役　吉 新規 現存
     ５ (薬       1)柳　秀雄 平27.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  56519,4051,7 けやき薬局 〒899-5112 0995-44-7001株式会社　メディチェ原田　浩輝 平19. 7. 9調剤 薬局
     霧島市隼人町松永１丁目３７番２常　勤:    1スト　代表取締役　吉 新規 現存
     (薬       1)柳　秀雄 平25. 7. 9
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56619,4052,5 ひまわり薬局 〒899-4341 0995-48-5520株式会社　メディチェ泉　真一朗 平19. 8. 1調剤 薬局
     霧島市国分野口東１１５７番地２常　勤:    1スト　代表取締役　吉 新規 現存
     (薬       1)柳　秀雄 平25. 8. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56719,4054,1 まいづる薬局 〒899-4322 0995-46-0628株式会社　ニック　代多賀　裕次郎 平20. 1. 1調剤 薬局
     霧島市国分福島三丁目５１番５号常　勤:    1表取締役　吉川　正男 新規 現存
     (薬       1) 平26. 1. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56819,4057,4 国分中央薬局 〒899-4332 0995-48-5133株式会社　ニック　代月足　まゆみ 平20. 4. 1調剤 薬局
     霧島市国分中央１－２５－５ 常　勤:    1表取締役　吉川　正男 新規 現存
     (薬       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56919,4058,2 ニック調剤薬局　国分〒899-4343 0995-56-7577株式会社　ニック　代安田　雄志 平20. 8.11調剤 薬局
     西店 霧島市国分野口西１９－３２－１常　勤:    1表取締役　吉川　正男 移動 現存
     (薬       1) 平26. 8.11
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57019,4059,0 ひめぎ薬局 〒899-5111 0995-64-2610株式会社　メディチェ末野　寛嗣 平20. 9. 1調剤 薬局
     霧島市隼人町姫城二丁目２５９番常　勤:    1スト　代表取締役　吉 新規 現存
     地 (薬       1)柳　秀雄 平26. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57119,4061,6 ひがしまき調剤薬局 〒899-4501 0995-64-7111株式会社　サカイアン田村　利勝 平21. 1. 1調剤 薬局
     霧島市福山町福山５２９０番地２常　勤:    2ドサンズ　代表取締役 組織変更 現存
     ４４ (薬       2)　坂井　明弘 平27. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  57219,4062,4 くにみ薬局　隼人店 〒899-5106 0995-64-2662株式会社　メディチェ吉柳　秀雄 平21. 1. 1調剤 薬局
     霧島市隼人町内山田三丁目７４２常　勤:    1スト　代表取締役　吉 組織変更 現存
     番８ (薬       1)柳　秀雄 平27. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57319,4064,0 フタヤ薬局　国分店 〒899-4322 0995-48-8484有限会社　二矢メディ緒方　亮 平21. 9. 1調剤 薬局
     霧島市国分福島３丁目４０番１５常　勤:    1カル　代表取締役　佐 新規 現存
     (薬       1)々木　量由 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57419,4065,7 おおぞら薬局 〒899-4324 0995-57-6220株式会社　ツール・ド元吉　孝子 平21.10. 1調剤 薬局
     霧島市国分松木東７番１５号 常　勤:    1・メディケーション　 新規 現存
     (薬       1)代表取締役　原口　憲 平27.10. 1
     非常勤:    3顕
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57519,4066,5 おの薬局 〒899-5105 0995-73-5311プレイン株式会社　代木藤　剛 平21.11. 1調剤 薬局
     霧島市隼人町小田字森畑２３９７常　勤:    1表取締役　原　一徳 新規 現存
     番１ (薬       1) 平27.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57619,4067,3 国分　くすのき薬局 〒899-4322 0995-73-4318有限会社　にしめら調下釜　一晃 平22.12. 1調剤 薬局
     霧島市国分福島１－５－１７ 常　勤:    1剤薬局　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)細谷　竜太 平28.12. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57719,4068,1 隼人薬局 〒899-5112 0995-43-0002株式会社　ユナイトイ榎園　晶 平23. 1.11調剤 薬局
     霧島市隼人町松永３３０６－１５常　勤:    1ース　代表取締役　宮 新規 現存
     (薬       1)脇　厳 平29. 1.11
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57819,4070,7 隼人調剤薬局 〒899-5117 0995-44-6166株式会社　メイファー向井　耕太 平23. 5. 1調剤 薬局
     霧島市隼人町見次６３８番地 常　勤:    3マシー　代表取締役　 組織変更 現存
     (薬       3)小林　正喜 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57919,4071,5 みほし薬局 〒899-4332 0995-48-5840有限会社　スターメデ坂口　真紀子 平24. 4. 1調剤 薬局
     霧島市国分中央四丁目２６３４－常　勤:    1ィカル　代表取締役　 新規 現存
     １ (薬       1)坂口　秀孝　坂口　真 平30. 4. 1
     非常勤:    1紀子
     (薬       1)
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  58019,4072,3 カイト薬局 〒899-4332 0995-73-6376アースナー合同会社　飯田　裕治 平24. 4. 1調剤 薬局
     霧島市国分中央六丁目２２－６６常　勤:    1代表社員　飯田　裕治 新規 現存
     (薬       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58119,4073,1 このはな薬局 〒899-4304 0995-73-6882株式会社　ワイズファ山口　有機 平24. 4. 1調剤 薬局
     霧島市国分清水一丁目８番１２号常　勤:    2ーマシー　代表取締役 新規 現存
     (薬       2)　山口　有機 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58219,4074,9 さくらの杜薬局 〒899-6603 0995-78-8282株式会社光輝　代表取塩浦　宏一 平25. 7. 1調剤 薬局
     霧島市牧園町高千穂３６１７番地常　勤:    1締役　羽生　真 新規 現存
     １３１ (薬       1) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58319,4075,6 健美堂薬局　国分店 〒899-4332 0995-46-6886有限会社　健美堂薬局川畑　紀健 平25. 9. 1調剤 薬局
     霧島市国分中央一丁目２６番２０常　勤:    1　川畑　紀健 新規 現存
     号 (薬       1) 平25. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58419,4076,4 そうごう薬局　隼人店〒899-5101 0995-73-7891総合メディカル株式会下村　あづさ 平25.10. 1調剤 薬局
     霧島市隼人町住吉１３５３番７ 常　勤:    1社　代表取締役　坂本 新規 現存
     (薬       1)　賢治 平25.10. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58519,4077,2 ハッピー薬局　国分広〒899-4321 0995-46-9082株式会社　新生堂薬局加納　一弘 平25.12. 1調剤 薬局
     瀬店 霧島市国分広瀬二丁目２８番３９常　勤:    5　代表取締役　水田　 組織変更 現存
     号 (薬       5)雅幸 平25.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58619,4080,6 ニック調剤薬局　はや〒899-5117 0995-73-4760株式会社　ニック　代柳瀬　雅史 平26. 3. 1調剤 薬局
     と店 霧島市隼人町見次１２５４－１ 常　勤:    1表取締役　吉川　正男 新規 現存
     (薬       1) 平26. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  58719,4081,4 タイガー薬局 〒899-6301 0995-64-6700有限会社　オーエヌ・吉脇　茜 平26. 4. 1調剤 薬局
     霧島市横川町上ノ３４１４番１０常　勤:    2メディスン　代表取締 新規 現存
     ９ (薬       2)役　鬼木　善典 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58819,4083,0 霧島マリンバ薬局 〒899-4341 0995-73-7970株式会社　サティスフ田中　沙耶香 平26.10. 1調剤 薬局
     霧島市国分野口東９番３７号 常　勤:    3ァーマ　代表取締役　 新規 現存
     (薬       3)小倉　義広 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58919,4086,3 とまと薬局　国分店 〒899-4332 0995-48-8220有限会社　あもりがわ菊野　真由美 平28. 4. 1調剤 薬局
     霧島市国分中央３－１９－１５ 常　勤:    1薬局　代表取締役　小 新規 現存
     (薬       1)笹　忠彦 平28. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59019,4087,1 きぼう薬局 〒899-4315 0995-73-7162株式会社　ホープメデ岩切　大輔 平28. 4. 1調剤 薬局
     霧島市国分湊３９３番地１ 常　勤:    1ィカル　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)岩切　大輔 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59119,4088,9 クオール薬局　霧島店〒899-4201 0995-57-2589クオール株式会社　代横田　哲也 平29. 2. 1調剤 薬局
     霧島市霧島田口２１１５－１６ 常　勤:    2表取締役　中村　敬 新規 現存
     (薬       2) 平29. 2. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59219,4089,7 みらい薬局本店 〒899-4332 0995-73-3882島本　恵一 島本　恵一 平29. 8. 1調剤 薬局
     霧島市国分中央一丁目２５－１７常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59319,4091,3 漢方薬局　どんぐりと〒899-4332 0995-56-8830白石　智子 白石　智子 平29.10. 1調剤 薬局
     ネコ 霧島市国分中央４丁目１７－２４常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59419,4092,1 クスノキ薬局　むけ店〒899-4352 0995-73-4517株式会社ＣＩＳファー武田　泰明 平29.10. 1調剤 薬局
     霧島市国分向花１３１－３ 常　勤:    1マシィ　代表取締役　 移動 現存
     (薬       1)吉本　二三浩 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  59519,4093,9 霧島市民薬局 〒899-4332 0995-45-4338株式会社　霧島市民薬福森　淳 平29.11. 1調剤 薬局
     霧島市国分中央三丁目３８番１６常　勤:    6局　代表取締役　寺脇 移動 現存
     号 (薬       6)　康文　福森　淳 平29.11. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59619,4094,7 みつば薬局 〒899-5111 0995-43-0424高島　新一 高島　新一 平29.11. 1調剤 薬局
     霧島市隼人町姫城三丁目１７４－常　勤:    1 新規 現存
     １ (薬       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59725,4014,2 青空　薬局 〒895-2104 0996-52-0101株式会社　青空薬局　猪野　三和 平 8. 3. 1調剤 薬局
     薩摩郡さつま町柏原２８２０番地常　勤:    3代表取締役　岩元　暢 新規 現存
     (薬       3)秀 平29. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59825,4016,7 ウチ　薬局 〒895-1812 0996-53-0063内　喜彦 内　喜彦 平 8.12. 1調剤 薬局
     薩摩郡さつま町虎居町５の１５ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59925,4019,1 くきどめ　薬局 〒895-1803 0996-53-0823合資会社　くきどめ薬久木留　和子 平 9. 8. 1調剤 薬局
     薩摩郡さつま町宮之城屋地１０６常　勤:    1局　無限責任社員　久 組織変更 休止
     ９番地１ (薬       1)木留　和子 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60025,4020,9 フタヤ薬局　湯田店 〒895-1817 0996-59-2033有限会社　フタヤファ有園　陽一郎 平 9. 9. 1調剤 薬局
     薩摩郡さつま町湯田１５０２ー２常　勤:    2ーマシー　代表取締役 新規 現存
     ９ (薬       2)　佐々木量由 平24. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60125,4022,5 有限会社　みやんじょ〒895-1804 0996-52-4650有限会社　みやんじょ石神　光一 平11. 5. 1調剤 薬局
     薬局 薩摩郡さつま町船木１６２番地１常　勤:    1薬局　代表取締役　石 新規 現存
     (薬       1)神　光一 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60225,4023,3 やまだ薬局 〒895-1803 0996-52-4585有限会社　薬翔　代表山田　省三 平12. 1. 1調剤 薬局
     薩摩郡さつま町宮之城屋地１３７常　勤:    1取締役　山田　省三 新規 現存
     ８番地１ (薬       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60325,4024,1 有限会社　ぎんざ薬局〒895-2201 0996-31-6500有限会社　ぎんざ薬局櫛山　章治 平12. 7. 1調剤 薬局
     　求名店 薩摩郡さつま町求名２６０９番地常　勤:    1　代表取締役　櫛山　 新規 現存
     １ (薬       1)章治 平24. 7. 1
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  60425,4025,8 ヘルシー薬局　宮之城〒895-1813 0996-21-3739有限会社　のぞみ調剤諸岡　慎也 平13. 7. 1調剤 薬局
     店 薩摩郡さつま町轟町３４番地１ 常　勤:    1薬局　代表取締役　岩 新規 現存
     (薬       1)田　洋海 平25. 7. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60525,4035,7 うさぎ薬局 〒895-1803 0996-52-4116有限会社　メディ・フ三浦　英一 平17.12. 1調剤 薬局
     薩摩郡さつま町宮之城屋地１５３常　勤:    2ラワー　代表取締役　 新規 現存
     １ー５ (薬       2)渡邊　信人 平29.12. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60625,4041,5 さし薬局 〒895-1802 0996-21-3610株式会社　さし薬局　下牛尾　修 平19. 7. 1調剤 薬局
     薩摩郡さつま町田原１４７番地６常　勤:    2代表取締役　下牛尾　 新規 現存
     (薬       2)修 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60725,4042,3 ひなた薬局 〒895-1813 0996-21-3399株式会社　青空薬局　立和名　典代 平22. 2. 1調剤 薬局
     薩摩郡さつま町轟町１８番地１４常　勤:    1代表取締役　岩元　暢 移動 現存
     (薬       1)秀 平28. 2. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60825,4044,9 ｍｙ薬局さつま 〒895-1804 0996-29-3100株式会社　エム・ワイ西川原　大輔 平25.10. 1調剤 薬局
     薩摩郡さつま町船木２３２３－１常　勤:    2・メディカル　代表取 新規 現存
     (薬       2)締役　古園　浩 平25.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60925,4045,6 ふなき薬局 〒895-1804 0996-29-3281大同メディカル株式会大田　健 平26. 5. 1調剤 薬局
     薩摩郡さつま町船木５０－３ 常　勤:    1社　代表取締役　中島 新規 現存
     (薬       1)　広智 平26. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61025,4046,4 タバタ薬局　宮之城店〒895-1803 0996-21-3344株式会社　別府産業　別府　俊一 平27. 5. 1調剤 薬局
     薩摩郡さつま町宮之城屋地１４６常　勤:    1代表取締役　別府　俊 新規 現存
     １番４ (薬       1)一 平27. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  61125,4047,2 かぐや姫薬局 〒895-1813 0996-29-3301株式会社　サラン　代出野　恵理香 平29. 3. 1調剤 薬局
     薩摩郡さつま町轟町３９番１０ 常　勤:    1表取締役　最勝寺　智 新規 現存
     (薬       1)史 平29. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61225,4048,0 あさみ調剤薬局さつま〒895-1817 0996-59-3317松本　あさみ 森　昌大 平29. 6. 1調剤 薬局
     店 薩摩郡さつま町湯田２０７３－３常　勤:    2 新規 休止
     ６ (薬       2) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61326,4016,5 長島調剤薬局 〒899-1401 0996-64-5555有限会社　サンメディ上野　恒裕 平19. 4. 1調剤 薬局
     出水郡長島町鷹巣１８３３ 常　勤:    1ファ　代表取締役　成 新規 現存
     (薬       1)田　純六郎 平25. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61426,4018,1 しおかぜ薬局 〒899-1303 0996-88-6011株式会社　星子薬局　橋本　秀正 平30. 4. 1調剤 薬局
     出水郡長島町指江８７番地９ 常　勤:    1代表取締役　星子　光 新規 現存
     (薬       1)記 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61528,4065,8 ピアノ　薬局 〒899-6102 0995-75-4526有限会社　舞観奈　代姫野　弘 平 7. 5. 1調剤 薬局
     姶良郡湧水町中津川５２５番地３常　勤:    1表取締役　坂下　京子 新規 現存
     (薬       1) 平28. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61628,4067,4 ヘルシー　薬局 〒899-6105 0995-75-4600有限会社　のぞみ　調岩田　洋海 平 7. 9. 1調剤 薬局
     姶良郡湧水町般若寺１４８０番地常　勤:    1剤薬局　代表取締役　 新規 現存
     １ (薬       1)岩田　洋海 平28. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61728,4071,6 くるみ　薬局 〒899-6207 0995-74-5869有限会社　大成医療　永田　健太郎 平 8. 4. 1調剤 薬局
     姶良郡湧水町米永５８５番地２１常　勤:    1代表取締役　吉重　康 新規 現存
     号 (薬       1)朗 平29. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表［鹿児島県］

［平成30年 6月 1日現在　薬局　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成    82 頁

  61828,4072,4 有限会社　旭　調剤薬〒899-6201 0995-74-4186有限会社　旭調剤薬局上國料　学 平 8. 5. 1調剤 薬局
     局 姶良郡湧水町木場１０５６番地３常　勤:    1　代表取締役　中丸　 組織変更 現存
     (薬       1)徹一 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61928,4135,9 石田薬局 〒899-6201 0995-74-2102石田　敏博 石田　敏博 平18. 6. 5調剤 薬局
     姶良郡湧水町木場１８３－１番地常　勤:    1 移動 現存
     (薬       1) 平30. 6. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62028,4149,0 アクア薬局　湧水 〒899-6201 0995-74-1078有限会社　アクア　代東　健太 平24. 3. 1調剤 薬局
     姶良郡湧水町木場６６５－７ 常　勤:    1表取締役　岩﨑　弘樹 新規 現存
     (薬       1) 平30. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62128,4150,8 ふくろう薬局 〒899-6202 0995-74-1516有限会社　二木薬局　二木　恵利華 平24.10. 1調剤 薬局
     姶良郡湧水町北方字池川１８５１常　勤:    1代表取締役　中野　徹 新規 現存
     番２ (薬       1) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62229,4062,3 さくら　薬局 〒899-7306 099-476-0252有限会社　都甲メディ松下　広美 平10. 4. 1調剤 薬局
     曽於郡大崎町永吉８２９７番地１常　勤:    1カル　代表取締役　都 新規 現存
     ３ (薬       1)甲和幸 平28. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62329,4072,2 ドレミ薬局　大崎支店〒899-7302 099-477-2127有限会社　本町薬局　橋本　一行 平14.12. 1調剤 薬局
     曽於郡大崎町神領２４３０番地１常　勤:    1代表取締役　平　剛美 交代 現存
     (薬       1) 平26.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62429,4077,1 のがた薬局 〒899-8313 099-478-2762株式会社　フォレスト福司山　武之 平29. 5. 1調剤 薬局
     曽於郡大崎町野方６０４５番地１常　勤:    1　代表取締役　福司山 移動 現存
     ０ (薬       1)　武之 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62530,4011,8 串良調剤薬局 〒893-1615 0994-63-8004株式会社　河野商事　郷原　博文 昭59. 6. 1調剤 薬局
     肝属郡東串良町川東３７１７－２常　勤:    1代表取締役　河野　洋 現存
     (薬       1)二 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  62630,4017,5 有限会社　川口薬局 〒893-2600 0994-26-0058有限会社川口薬局　代川口　均 平元. 4. 1調剤 薬局
     肝属郡南大隅町佐多伊佐敷３９０常　勤:    1表取締役　川口　均 現存
     ４ー３ (薬       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62730,4020,9 有限会社　豊栄調剤薬〒893-1612 0994(63)5510有限会社豊栄調剤薬局小野　まなみ 平 4. 2. 1調剤 薬局
     局 肝属郡東串良町池之原１３２番地常　勤:    1　代表取締役　有村　 現存
     ６ (薬       1)元秀 平28. 2. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62830,4025,8 すみれ調剤薬局 〒893-1612 0994(63)7702有限会社松福　代表取松下　仁志 平 5. 4. 1調剤 薬局
     肝属郡東串良町池之原９７４番地常　勤:    1締役　松下　仁志 現存
     (薬       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62930,4032,4 有限会社　愛調剤薬局〒893-1206 0994(65)1225有限会社愛調剤薬局　向井　裕 平 7. 3. 1調剤 薬局
     肝属郡肝付町前田９２８番地７ 常　勤:    1代表取締役　弓場　寛 移動 現存
     (薬       1)美 平28. 3. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63030,4036,5 高山　薬局 〒893-1207 0994-65-1229有限会社　薬進会　代近藤　治 平 8.11. 1調剤 薬局
     肝属郡肝付町新富５２１ー１０ 常　勤:    3表取締役　中島　仁 移動 現存
     (薬       3) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63130,4038,1 有限会社　かわごえ薬〒893-2302 0994-22-3316有限会社　かわごえ薬川越　俊太郎 平 9. 2. 1調剤 薬局
     局　支店 肝属郡錦江町城元７３４番地 常　勤:    2局　代表取締役　川越 新規 現存
     (薬       2)　俊作 平30. 2. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63230,4041,5 豊栄調剤薬局　柏原店〒893-1615 0994-63-3352有限会社　豊栄調剤薬竹之内　伸夫 平 9. 9. 1調剤 薬局
     肝属郡東串良町川東３３３２番地常　勤:    1局　代表取締役　有村 新規 現存
     １ (薬       1)元秀 平24. 9. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63330,4048,0 有限会社　かわごえ薬〒893-2302 09942-8-3155有限会社　かわごえ薬西　高広 平14. 3. 1調剤 薬局
     局塩屋店 肝属郡錦江町城元１００番地５ 常　勤:    1局　代表取締役　川越 新規 現存
     (薬       1)　俊作 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  63430,4050,6 三井調剤薬局根占店 〒893-2501 0994-24-2166株式会社　三井　代表山口　真 平15.10. 1調剤 薬局
     肝属郡南大隅町根占川北１７２５常　勤:    1取締役　郷原　忠男 移動 現存
     番地２ (薬       1) 平27.10. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63530,4054,8 肝付やぶさめ薬局 〒893-1206 0994-68-8020有限会社　肝付やぶさ鶴田　総宏 平18. 8. 1調剤 薬局
     肝属郡肝付町前田８５８番地３ 常　勤:    1め薬局　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)鶴田　志郎 平24. 8. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63630,4056,3 ゆう調剤薬局 〒893-1206 0994-65-0299有限会社　新生堂薬品城元　千夏 平18. 8. 1調剤 薬局
     肝属郡肝付町前田４８１６－８ 常　勤:    1　代表取締役　川添　 移動 現存
     (薬       1)大 平24. 8. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63730,4057,1 ＮＰＯ法人　肝属調剤〒893-2301 0994-22-3123特定非営利活動法人　鳥越　晶子 平18.12. 1調剤 薬局
     薬局 肝属郡錦江町神川１７５番地１ 常　勤:    2肝属薬剤師会　理事　 新規 現存
     (薬       2)川添　大 平24.12. 1
     非常勤:   13
     (薬      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63830,4058,9 川口薬局　錦江店 〒893-2303 0994-22-2265有限会社　川口薬局　宮元　秀樹 平20. 2. 1調剤 薬局
     肝属郡錦江町馬場４２３番地３ 常　勤:    1代表取締役　川口　均 新規 現存
     (薬       1) 平26. 2. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63930,4060,5 オレンジ薬局 〒893-2502 0994-24-5137株式会社　河野商事　森　証治 平20. 8. 1調剤 薬局
     肝属郡南大隅町根占川南３７６９常　勤:    1代表取締役　河野　洋 組織変更 現存
     (薬       1)二 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64030,4062,1 くすの木薬局 〒893-1401 0994-67-3636有限会社　ジン　代表井料　忠久 平21.10. 1調剤 薬局
     肝属郡肝付町北方字吹廻５８３番常　勤:    1取締役　吉重　康朗 移動 現存
     地１ (薬       1) 平27.10. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  64130,4063,9 三井調剤薬局内之浦店〒893-1401 0994-45-6770株式会社　三井　代表渡辺　浩昭 平24. 5. 1調剤 薬局
     肝属郡肝付町北方１９０７ 常　勤:    1取締役　郷原　忠男 新規 現存
     (薬       1) 平30. 5. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64230,4064,7 ライフ薬局　田代店 〒893-2402 0994-28-2021株式会社　メディクル吉永　香織 平29. 7. 1調剤 薬局
     肝属郡錦江町田代川原４３３－３常　勤:    1ーズ　代表取締役　楠 新規 現存
     (薬       1)田　大樹 平29. 7. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64331,4008,2 河北薬局 〒891-3701 09972(6)0137有限会社　アステラス河北　英世 昭58.12. 1調剤 薬局
     熊毛郡南種子町中之上２２０９ 常　勤:    1　代表取締役　河北　 現存
     (薬       1)太一 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64431,4017,3 岩石　薬局 〒891-3604 0997-27-0029有限会社　岩石薬品　岩石　不二男 平 9. 6. 1調剤 薬局
     熊毛郡中種子町野間５１８４番地常　勤:    1代表取締役　岩石　不 移動 現存
     １ (薬       1)二男 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64531,4020,7 つばさ薬局 〒891-4311 09974-9-7700有限会社　シプレス　渡辺　恵子 平14. 4. 1調剤 薬局
     熊毛郡屋久島町安房４１０番地２常　勤:    1代表取締役　渡辺　恵 新規 現存
     １４ (薬       1)子 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64631,4021,5 調剤薬局　風林堂 〒891-4409 0997-49-8919岩垂　安彦 岩垂　安彦 平14. 6. 1調剤 薬局
     熊毛郡屋久島町栗生字南吉元１７常　勤:    1 移動 現存
     ５１番地５ (薬       1) 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64731,4022,3 のぞみ薬局　中種子店〒891-3604 0997-27-1827有限会社　青天　代表長瀬　邦彦 平15. 4. 1調剤 薬局
     熊毛郡中種子町野間５３０６番地常　勤:    1取締役　長瀬　邦彦 新規 現存
     １５ (薬       1) 平27. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64831,4023,1 のぞみ薬局　公立病院〒891-3701 0997-24-1610有限会社　ハピネス　田中　孝明 平16. 4. 1調剤 薬局
     前店 熊毛郡南種子町中之上１７００番常　勤:    1代表取締役　田中　孝 新規 現存
     地１５６ (薬       1)明 平28. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  64931,4024,9 元気薬局 〒891-3701 0997-24-1389有限会社　アステラス鎌田　政秀 平16. 4. 1調剤 薬局
     熊毛郡南種子町中之上１７００番常　勤:    2　代表取締役　河北　 新規 現存
     １５７ (薬       2)太一 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65031,4025,6 おりかわ薬局 〒891-3604 0997-27-0140有限会社　居川漢方薬居川　清一郎 平18. 4. 1調剤 薬局
     熊毛郡中種子町野間５２９９－４常　勤:    1局　代表取締役　居川 移動 現存
     (薬       1)　清一郎 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65131,4026,4 八千草漢方薬局 〒891-3604 0997-27-0158宇都　眞理子 宇都　眞理子 平26. 2. 1調剤 薬局
     熊毛郡中種子町野間６３５８－８常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65231,4027,2 ことぶき薬局 〒891-3701 0997-26-6661有限会社　アステラス河北　太一 平26. 3. 1調剤 薬局
     熊毛郡南種子町中之上３０２６－常　勤:    1　代表取締役　河北　 新規 現存
     １ (薬       1)太一 平26. 3. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65332,4003,1 東薬局 〒891-9111 0997(92)0146東　迪利 東　迪利 昭44. 9.16 薬局
     大島郡和泊町手々知名６１４ 常　勤:    1 休止
     (薬       1) 平23. 9.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65432,4006,4 紀ノ国屋薬局 〒891-7101 0997(83)2498米山　洋一 米山　洋一 昭57. 5.15調剤 薬局
     大島郡徳之島町亀津字新里新町７常　勤:    1 現存
     ４４０ (薬       1) 平30. 5.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65532,4012,2 三愛調剤薬局 〒891-7101 0997(83)0831有限会社　三愛　代表松尾　真理子 平 6. 4. 1調剤 薬局
     大島郡徳之島町亀津７５３４ 常　勤:    1取締役　川添　輝昭 現存
     (薬       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65632,4015,5 まちだ　薬局 〒891-9122 0997-92-2932町田　康子 町田　康子 平10. 3. 1調剤 薬局
     大島郡和泊町玉城平瀬１７６９ー常　勤:    1 新規 現存
     １ (薬       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65732,4016,3 古仁屋調剤薬局 〒894-1500 0997-72-3177株式会社　健光　代表笹澤　賢一 平10. 6. 1調剤 薬局
     大島郡瀬戸内町古仁屋大湊６番地常　勤:    1取締役　牧　克久 移動 現存
     (薬       1) 平28. 6. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  65832,4019,7 三愛調剤薬局　徳之島〒891-7101 0997-81-1700有限会社　三愛　代表岸部　勝幸 平12. 4. 1調剤 薬局
     支店 大島郡徳之島町亀津７５５２番地常　勤:    2取締役　川添　輝昭 新規 現存
     (薬       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65932,4021,3 有限会社　コンビニエ〒894-0104 0997-62-2780有限会社　コンビニエ重野　寛輝 平13. 1. 1調剤 薬局
     ンスストア　重野薬局大島郡龍郷町浦４５１番地４ 常　勤:    1ンスストア　重野薬局 組織変更 現存
     (薬       1)　代表取締役　重野　 平25. 1. 1
     寛輝
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66032,4022,1 宇検薬局 〒894-3301 0997-67-2131有限会社　薬心　代表碇元　佐智廣 平14. 1. 1調剤 薬局
     大島郡宇検村湯湾３７番２７ 常　勤:    1取締役　碇元　佐智廣 新規 現存
     (薬       1) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66132,4023,9 マリン薬局 〒894-1507 09977-3-7080株式会社　健光　代表鵜飼　憲二郎 平14. 4. 1調剤 薬局
     大島郡瀬戸内町古仁屋瀬久井西１常　勤:    1取締役　牧　克久 新規 現存
     ７番７　 (薬       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66232,4026,2 南部調剤薬局 〒894-1505 0997-73-1033株式会社　健光　代表勝間田　和重 平16. 7. 1調剤 薬局
     大島郡瀬戸内町古仁屋松江１５番常　勤:    1取締役　牧　克久 移動 現存
     地 (薬       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66332,4028,8 白百合調剤薬局 〒891-9112 0997-84-3320株式会社　さくらホス笹田　昌利 平23.10. 1調剤 薬局
     大島郡和泊町和泊字東風平５３１常　勤:    1メディカル　代表取締 新規 現存
     番地 (薬       1)役　津田　かおり 平29.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66432,4030,4 結（ゆい）調剤薬局 〒891-9111 0997-92-1008株式会社　さくらホス牧野　俊猛 平24. 6. 1調剤 薬局
     大島郡和泊町手々知名６３６番１常　勤:    1メディカル　代表取締 新規 現存
     号 (薬       1)役　津田　かおり 平30. 6. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66532,4031,2 へとの調剤薬局 〒891-7611 0997-85-5385有限会社　天薬　代表福田　佳寿 平25. 9. 1調剤 薬局
     大島郡天城町天城字石皿又１５３常　勤:    1取締役　福田　佳寿 移動 現存
     １－１７ (薬       1) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66632,4033,8 与論調剤薬局 〒891-9308 0997-84-3065株式会社　ウィガハナ平田　誠吾 平27.10. 1調剤 薬局
     大島郡与論町那間２７４７－１ 常　勤:    1　代表取締役　平田　 新規 現存
     (薬       1)誠吾 平27.10. 1
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  66732,4035,3 まほろば薬局 〒894-3106 0997-55-8050株式会社　長浜調剤薬重野　裕香 平28. 7. 1調剤 薬局
     大島郡大和村大字大棚字大町４１常　勤:    1局　代表取締役　東　 新規 現存
     ５番地 (薬       1)幹人 平28. 7. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66832,4036,1 マリン薬局 〒891-7101 0997-82-2880株式会社マストコ　代吉田　明良 平29. 4. 1調剤 薬局
     大島郡徳之島町亀津５２２２番１常　勤:    3表取締役　吉田　明良 新規 現存
     (薬       3) 平29. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66932,4037,9 沖永良部薬局 〒891-9214 0997-84-3577ＯＫメディカル株式会千葉　真也 平30. 1. 1調剤 薬局
     大島郡知名町知名５９５番地 常　勤:    1社　代表取締役　千葉 新規 現存
     (薬       1)　真也 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67040,4002,6 ハラダ薬局 〒897-0006 0993(53)6992原田　博幸 原田　町子 昭56. 4.15 薬局
     南さつま市加世田本町１７－１　常　勤:    1 現存
     大東ビル１０２ (薬       1) 平29. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67140,4003,4 有限会社　中央調剤薬〒897-0006 0993(52)8646有限会社　中央調剤薬松本　賢二 昭63. 7. 1調剤 薬局
     局 南さつま市加世田本町３７－１３常　勤:    1局　代表取締役　松本 現存
     (薬       1)　あさみ 平24. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67240,4006,7 加世田中央薬局 〒897-0002 0993-52-7773原　浩一 原　眞里子 平 7. 1. 1調剤 薬局
     南さつま市加世田東本町２８番地常　勤:    1 新規 現存
     １ (薬       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67340,4007,5 小田原　薬局 〒897-0006 0993-52-2571小田原　増穂 小田原　増穂 平 7. 5. 1調剤 薬局
     南さつま市加世田本町４３番地１常　勤:    1 移動 現存
     (薬       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67440,4008,3 海浜薬局 〒897-1123 0993-52-2351有限会社　南さつま薬金田　佐知子 平10. 4. 1調剤 薬局
     南さつま市加世田高橋１９５２番常　勤:    2剤師会　代表取締役　 新規 現存
     地２ (薬       2)上野　泰弘 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  67540,4009,1 有限会社　武田調剤薬〒897-0031 0993-58-2077有限会社　武田調剤薬水川　順一郎 平10. 8. 1調剤 薬局
     局 南さつま市加世田東本町３２番１常　勤:    3局　代表取締役　有馬 新規 現存
     ４ (薬       3)　修一 平28. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67640,4010,9 村原薬局 〒897-0001 0993-58-2115株式会社　九州保健医田中　郁子 平11. 3. 1調剤 薬局
     南さつま市加世田村原１丁目７番常　勤:    2療　代表取締役　仙田 新規 現存
     ８ (薬       2)　昇 平29. 3. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67740,4011,7 タック調剤薬局 〒897-0001 0993-58-2933有限会社　武田調剤薬外西　和彦 平12. 2. 1調剤 薬局
     南さつま市加世田村原二丁目３番常　勤:    1局　代表取締役　有馬 新規 現存
     １ (薬       1)　修一 平30. 2. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67840,4012,5 さつき薬局 〒897-0006 0993-52-4193有限会社　オダブ　代木佐貫　公子 平14. 3. 1調剤 薬局
     南さつま市加世田本町７番地２ 常　勤:    1表取締役　小田原　一 新規 現存
     (薬       1)弘 平26. 3. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67940,4014,1 加世田しんあい薬局 〒897-0031 0993-52-6070有限会社緑愛　代表取今村　智志 平15. 5. 1調剤 薬局
     南さつま市加世田東本町９番１ 常　勤:    2締役　大重英樹 新規 現存
     (薬       2) 平27. 5. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68040,4017,4 坊津薬局 〒898-0102 0993-59-4050有限会社　バックアッ岩田　公拓 平11. 6. 1調剤 薬局
     南さつま市坊津町泊２６番２ 常　勤:    2プ　代表取締役　岩田 新規 現存
     (薬       2)　公拓 平29. 6. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68140,4018,2 かささ薬局 〒897-1301 0993-58-8955有限会社　エム・ティ鮫島　宗高 平13. 6. 1調剤 薬局
     南さつま市笠沙町片浦１１９７番常　勤:    1・メディカル　代表取 新規 現存
     地４ (薬       1)締役　鮫島　宗高 平25. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  68240,4020,8 きんぽう　薬局 〒899-3511 0993-77-3808有限会社　本田メディ本田　淳子 平 9.12. 1調剤 薬局
     南さつま市金峰町宮崎４３６０番常　勤:    1カル　代表取締役　本 新規 現存
     地４ (薬       1)田　淳子 平27.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68340,4021,6 なぎさ薬局 〒899-3405 0993-58-4025有限会社　メディカル大薗　知子 平10.11. 1調剤 薬局
     南さつま市金峰町池辺２８３１番常　勤:    2ネット　代表取締役　 新規 現存
     地 (薬       2)加藤　政信 平28.11. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68440,4023,2 ほんまち薬局 〒897-0031 0993-52-1012株式会社　メディファ有賀　弘幸 平18. 9. 1調剤 薬局
     南さつま市加世田東本町１４番地常　勤:    2　代表取締役　有賀　 新規 現存
     １９ (薬       2)弘幸 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68540,4026,5 クローバー薬局 〒897-0006 0993-76-0076株式会社ツールド・メ中山　浩志 平20.11. 1調剤 薬局
     南さつま市加世田本町２２－８Ｎ常　勤:    1ディケーション　代表 新規 現存
     ＴＴビル１Ｆ (薬       1)取締役　原口　憲顕 平26.11. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68640,4027,3 ばんせい薬局 〒897-1121 0993-52-0105株式会社　ばんせい薬富永　昇次郎 平21.11. 1調剤 薬局
     南さつま市加世田唐仁原６０２６常　勤:    3局　代表取締役　富永 組織変更 現存
     番地 (薬       3)　昇次郎 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68740,4028,1 大浦薬局 〒897-1201 0993-62-4555株式会社　ヴィータ　平良　耕栄 平22.12. 1調剤 薬局
     南さつま市大浦町７４８２番地 常　勤:    1代表取締役　平良　耕 新規 現存
     (薬       1)栄 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68840,4030,7 けんびどう薬局 〒897-0002 0993-53-7300株式会社　サンロード井上　聖奈 平26. 4. 1調剤 薬局
     南さつま市加世田武田１８２７７常　勤:    2　代表取締役　井上　 組織変更 現存
     番地６ (薬       2)正英 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68940,4031,5 東本町調剤薬局 〒897-0031 0993-53-7885株式会社　セイリュウ真茅　和博 平26. 8. 1調剤 薬局
     南さつま市加世田東本町１２番１常　勤:    1　代表取締役　中山　 新規 現存
     ０ (薬       1)正隆 平26. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  69040,4032,3 あさみ調剤薬局　加世〒897-0007 0993-78-3536松本　あさみ 河野　真希 平27. 1. 1調剤 薬局
     田店 南さつま市加世田白亀１２８５－常　勤:    2 新規 現存
     １ (薬       2) 平27. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69140,4033,1 田布施薬局 〒899-3403 0993-77-2666株式会社　愛心　代表藤﨑　正樹 平27. 1. 1調剤 薬局
     南さつま市金峰町尾下２７４５番常　勤:    2取締役　藤﨑　正樹 新規 現存
     地１ (薬       2) 平27. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69240,4034,9 アイン薬局　加世田店〒897-1121 0993-78-3340株式会社アインファー佐々木　均 平27.11. 1調剤 薬局
     南さつま市加世田唐仁原１１８０常　勤:    3マシーズ　代表取締役 組織変更 現存
     番 (薬       3)　大石　美也 平27.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69340,4035,6 いろは薬局 〒897-0031 0993-58-2323株式会社　サンロード井上　正英 平30. 4. 1調剤 薬局
     南さつま市加世田東本町９番地３常　勤:    1　代表取締役　井上　 新規 現存
     (薬       1)正英 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69441,4002,4 いわもと調剤薬局 〒899-7103 099-472-1095有限会社岩本調剤薬局阿部　克功 平 3. 4. 1調剤 薬局
     志布志市志布志町志布志３２２７常　勤:    1　代表取締役　岩本　 現存
     の１４ (薬       1)直典 平30. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69541,4003,2 下町調剤薬局 〒899-7103 099-472-5200有限会社　下町調剤薬森川　慎太郎 平 4.11. 1調剤 薬局
     志布志市志布志町志布志一丁目１常　勤:    2局　代表取締役　東　 現存
     １番１１号 (薬       2)倫年 平28.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69641,4004,0 有限会社　本町調剤薬〒899-7602 099-487-8385有限会社　本町調剤薬淵合　貴志 平 8.10. 1調剤 薬局
     局　松山店 志布志市松山町泰野４７０番地２常　勤:    1局　代表取締役　渕合 新規 現存
     (薬       1)　昌昭 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  69741,4005,7 有明薬局 〒899-7402 099-471-6188有限会社　倉内薬局　請　博志 平 8.12. 1調剤 薬局
     志布志市有明町野井倉８０３５ー常　勤:    2代表取締役　倉内　清 新規 現存
     １ (薬       2)治 平29.12. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69841,4007,3 グリーン　薬局 〒899-7103 0994-72-4850有限会社　メディグリ富永　博之 平10. 1. 1調剤 薬局
     志布志市志布志町志布志２８６番常　勤:    3ーン　代表取締役　富 新規 現存
     地９ (薬       3)永博之 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69941,4010,7 ひまわり薬局 〒899-7104 0994-73-3435株式会社　吉重薬品　吉重　康朗 平14. 7. 1調剤 薬局
     志布志市志布志町安楽前田６２２常　勤:    2代表取締役　吉重　康 新規 現存
     番１ (薬       2)朗 平26. 7. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70041,4011,5 有限会社　めろん調剤〒899-7512 0994-71-5020有限会社　めろん調剤横山　貴久 平14. 7. 1調剤 薬局
     薬局 志布志市有明町野神３６０３番地常　勤:    2薬局　取締役　日野　 新規 現存
     ７ (薬       2)裕二 平26. 7. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70141,4012,3 太陽薬局 〒899-7103 0994-72-8666有限会社　グローバル杉浦　孝臣 平14.10. 1調剤 薬局
     志布志市志布志町志布志１３６４常　勤:    1ハート　代表取締役　 新規 現存
     番地１１ (薬       1)新地　裕実 平26.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70241,4014,9 曽於薬剤師会薬局　志〒899-7402 099-471-6008特定非営利活動法人　原田　清量 平18.10. 1調剤 薬局
     布志店 志布志市有明町野井倉字上ノ濱８常　勤:    1そお薬剤師会　理事　 新規 現存
     ３０４番地５６ (薬       1)田﨑　恵 平24.10. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70341,4015,6 セイシェル薬局 〒899-7104 099-478-0102有限会社　三和メディ石塚　あゆみ 平19. 8. 1調剤 薬局
     志布志市志布志町安楽２１９２番常　勤:    1カル　代表取締役　勢 新規 現存
     ６ (薬       1)井　昭広 平25. 8. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  70441,4016,4 安楽薬局 〒899-7104 099-472-0163有限会社　リョウコウ飯野　房子 平23. 4. 1調剤 薬局
     志布志市志布志町安楽５２番地５常　勤:    1　取締役　飯野　房子 移動 現存
     (薬       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70541,4017,2 フタヤ薬局　志布志店〒899-7104 099-479-4193有限会社　二矢メディ田﨑　恵 平25. 9. 1調剤 薬局
     志布志市志布志町安楽６１７９番常　勤:    1カル　代表取締役　佐 新規 現存
     ３ (薬       1)々木　量由 平25. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70641,4018,0 かもめ薬局 〒899-7104 099-473-3370山中　涼子 山中　涼子 平26. 4. 1調剤 薬局
     志布志市志布志町安楽４６３番地常　勤:    1 交代 現存
     ５ (薬       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70741,4019,8 あなたの薬局 〒899-7104 099-478-1777有限会社　下町調剤薬東　麻子 平28.12. 1調剤 薬局
     志布志市志布志町安楽３０１２番常　勤:    1局　代表取締役　東　 新規 現存
     地８ (薬       1)倫年 平28.12. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70842,4002,2 中江薬局 〒894-0036 0997-52-8125唯吉　敏子 唯吉　敏子 昭54. 3. 1調剤 薬局
     奄美市名瀬長浜町２１の１１ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平30. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70942,4009,7 有限会社　ムラタ薬局〒894-0017 0997-52-7557有限会社　ムラタ薬局村田　久典 平 2.10. 1調剤 薬局
     奄美市名瀬石橋町１７番１号 常　勤:    1　代表取締役　村田　 現存
     (薬       1)久典 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71042,4011,3 有限会社　平井薬局 〒894-0004 0997(52)0761有限会社　平井薬局　平井　馨 平 4.12. 1調剤 薬局
     奄美市名瀬鳩浜町３２２番地 常　勤:    1代表取締役　平井　馨 現存
     (薬       1) 平28.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  71142,4013,9 ムラタ薬局　久里店 〒894-0022 0997-52-0760有限会社　ムラタ薬局村田　久忠 平 6. 2. 1調剤 薬局
     奄美市名瀬久里町１６番４０号 常　勤:    1　代表取締役　村田　 現存
     (薬       1)久典 平30. 2. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71242,4015,4 有限会社　伊津部薬局〒894-0006 0997-55-1700有限会社　伊津部薬局向井　勇人 平 9. 5. 1調剤 薬局
     　小浜店 奄美市名瀬小浜町２４番１３号 常　勤:    4　代表取締役　向井　 新規 現存
     (薬       4)勇人 平30. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71342,4016,2 押川　薬局 〒894-0034 0997-52-0240有限会社　押川薬局　押川　斌徳 平 9. 7. 1調剤 薬局
     奄美市名瀬入舟町１７ー１０ 常　勤:    1代表取締役　押川　斌 組織変更 現存
     (薬       1)徳 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71442,4017,0 あさひ龍生堂　薬局 〒894-0001 0997-54-0500有限会社　あさひ龍生沖島　衛 平10. 2. 1調剤 薬局
     奄美市名瀬朝日町１４番地１３ 常　勤:    1堂薬局　代表取締役　 移動 現存
     (薬       1)沖島衛 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71542,4020,4 有限会社　ひまわり薬〒894-0031 0997-54-2969有限会社　ひまわり薬岡村　芳和 平13. 7. 1調剤 薬局
     局 奄美市名瀬金久町４番１１号 常　勤:    1局　代表取締役　岡村 組織変更 現存
     (薬       1)　芳和 平25. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71642,4021,2 株式会社　大島調剤薬〒894-0015 0997-53-3417株式会社　大島調剤薬出雲　康行 平14. 4. 1調剤 薬局
     局 奄美市名瀬真名津町６番３号 常　勤:    4局　代表取締役　師玉 交代 現存
     (薬       4)　信一郎 平26. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71742,4022,0 久保薬局 〒894-0026 0997-52-3161久保薬品有限会社　久久保　孝 平14. 8. 1調剤 薬局
     奄美市名瀬港町４番２１号 常　勤:    3保　孝 移動 現存
     (薬       3) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71842,4025,3 スマイル薬局 〒894-0021 0997-57-6321有限会社　伊津部薬局樋口　実 平16.12. 1調剤 薬局
     奄美市名瀬伊津部町１６－１３ 常　勤:    2　代表取締役　向井　 移動 現存
     (薬       2)勇人 平28.12. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  71942,4027,9 チューリップ調剤薬局〒894-0036 0997-52-8731西　貴美子 西　貴美子 平17.11. 1調剤 薬局
     奄美市名瀬長浜町４－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72042,4031,1 有限会社　城薬局　あ〒894-0022 0997-57-6246有限会社　城薬局　代山田　香織 平18.12. 1調剤 薬局
     まみ店 奄美市名瀬久里町２－１９番地竹常　勤:    1表取締役　城村　等 新規 現存
     山ビル１階 (薬       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72142,4034,5 有限会社　マツモト薬〒894-0513 0997-55-2035有限会社　マツモト薬松元　克夫 平19.10. 1調剤 薬局
     局 奄美市笠利町大字外金久字スタケ常　勤:    1局　代表取締役　松元 移動 現存
     タ９２番１ (薬       1)　克夫 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72242,4037,8 なごみ薬局 〒894-0007 0997-69-4177株式会社　長浜調剤薬泉　真美 平21. 4. 1調剤 薬局
     奄美市名瀬和光町３１番１５号 常　勤:    1局　代表取締役　東　 新規 現存
     (薬       1)幹人 平27. 4. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72342,4039,4 和光薬局 〒894-0007 0997-57-7050和光薬局株式会社　代伊集院　書子 平21. 9. 1調剤 薬局
     奄美市名瀬和光町１８番１号 常　勤:    1表取締役　伊集院　書 組織変更 現存
     (薬       1)子 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72442,4040,2 ひろ薬局 〒894-0027 0997-56-8030有限会社　ヒロ　代表東　裕人 平21.10. 1調剤 薬局
     奄美市名瀬末広町１８番２５号　常　勤:    2取締役　東　裕人 移動 現存
     グランセ末広ビル３Ｆ (薬       2) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72542,4041,0 オキシマ薬局 〒894-0021 0997-52-3295沖島　敏隆 沖島　敏隆 平21.10. 1調剤 薬局
     奄美市名瀬伊津部町３２番３１号常　勤:    1 移動 現存
     (薬       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72642,4043,6 ながはま調剤薬局 〒894-0036 0997-53-9511株式会社　長浜調剤薬向井　克之 平23. 8. 1調剤 薬局
     奄美市名瀬長浜町１８番１９号 常　勤:    8局　代表取締役　東　 移動 現存
     (薬       8)幹人 平29. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72742,4045,1 こぐま薬局 〒894-0032 0997-69-3333株式会社　Ｍ’ｓ　Ｐ松原　守 平24. 5. 1調剤 薬局
     奄美市名瀬柳町８番１０号 常　勤:    1ｈａｒｍａｃｙ　代表 組織変更 現存
     (薬       1)取締役　松原　守 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  72842,4046,9 なでしこ薬局 〒894-0007 0997-69-3538有限会社　孜々堂　代松元　春彦 平24. 5. 1調剤 薬局
     奄美市名瀬和光町１番地１６ 常　勤:    1表取締役　稲田　みち 新規 現存
     (薬       1)る 平30. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72942,4047,7 小宿調剤薬局 〒894-0046 0997-54-8170株式会社　さくらホス髙橋　友介 平24. 8. 1調剤 薬局
     奄美市名瀬小宿３４０８番地 常　勤:    1メディカル　代表取締 新規 現存
     (薬       1)役　津田　かおり 平24. 8. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73042,4049,3 ムラタ薬局　大高前店〒894-0017 0997-69-3318有限会社　ムラタ薬局村田　佳志子 平24.11. 1調剤 薬局
     奄美市名瀬石橋町９番３号 常　勤:    1　代表取締役　村田　 新規 現存
     (薬       1)久典 平24.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73142,4051,9 シダマ調剤薬局 〒894-0025 0997-52-5671有限会社　シダマ薬局師玉　信一郎 平25. 9. 1調剤 薬局
     奄美市名瀬幸町２０番１７号 常　勤:    2　代表取締役　師玉　 移動 現存
     (薬       2)信一郎 平25. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73242,4053,5 三洋薬局 〒894-0027 0997-52-0464有限会社　三洋薬品商東　幹人 平26. 5. 1調剤 薬局
     奄美市名瀬末広町８－１　末広プ常　勤:    1会　代表取締役　東　 移動 現存
     ラザ１Ｆ　１０１ (薬       1)幹人 平26. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73342,4054,3 すみよう薬局 〒894-1202 0997-56-3350株式会社　健光　代表山元　育寿美 平26. 8. 1調剤 薬局
     奄美市住用町西仲間１０９番 常　勤:    1取締役　牧　克久 移動 現存
     (薬       1) 平26. 8. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73442,4056,8 有限会社　ムカイ　向〒894-0015 0997-52-4766有限会社　ムカイ　代西田　嘉郎 平27. 2. 1調剤 薬局
     井薬局 奄美市名瀬真名津町５番６号 常　勤:    5表取締役　向井　浩 移動 現存
     (薬       5) 平27. 2. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  73542,4057,6 すえひろ薬局　朝日店〒894-0061 0997-58-7088株式会社　健光　代表稲元　千代子 平28. 5. 1調剤 薬局
     奄美市名瀬朝日町１１番４ 常　勤:    1取締役　牧　克久 新規 現存
     (薬       1) 平28. 5. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73643,4002,0 そよかぜ薬局 〒891-0704 0993-27-4567株式会社　ツール・ド水流　啓太 平18. 8. 1調剤 薬局
     南九州市頴娃町別府６５番地 常　勤:    1・メディケーション　 新規 現存
     (薬       1)代表取締役　原口　憲 平24. 8. 1
     非常勤:    9顕
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73743,4003,8 有限会社　宇都薬局 〒897-0302 0993(83)2044有限会社　宇都薬局　宇都　宗長 昭49. 5.15調剤 薬局
     南九州市知覧町郡８６ 常　勤:    1代表取締役　宇都　宗 現存
     (薬       1)長 平28. 5.15
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73843,4004,6 キクナガ薬局 〒897-0302 0993(83)2550菊永　玲子 菊永　玲子 昭50. 2. 1調剤 薬局
     南九州市知覧町郡６２３５ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73943,4005,3 ナカムラ調剤薬局 〒897-0302 0993(83)3932有限会社　中村メディ中村　未来 平 4.11. 1調剤 薬局
     南九州市知覧町郡４８５７－４１常　勤:    1カルケア　代表取締役 現存
     (薬       1)　中村　清 平28.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74043,4007,9 知覧平和薬局 〒897-0302 0993-58-7950株式会社　さくらホス有間　秀範 平11. 5. 1調剤 薬局
     南九州市知覧町郡１７８１０番地常　勤:    1メディカル　代表取締 新規 現存
     ３ (薬       1)役　津田　かおり 平29. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74143,4008,7 さつなん薬局 〒897-0302 0993-83-4646有限会社　中村メディ田平　泰代 平12. 6. 1調剤 薬局
     南九州市知覧町郡５２３６番地８常　勤:    1カルケア　代表取締役 新規 現存
     (薬       1)　中村　清 平30. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表［鹿児島県］

［平成30年 6月 1日現在　薬局　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成    98 頁

  74243,4009,5 ちらん薬局 〒897-0302 0993-58-7355有限会社　中村メディ中村　清 平16. 5. 1調剤 薬局
     南九州市知覧町郡１７５３３番地常　勤:    2カルケア　代表取締役 新規 現存
     １６ (薬       2)　中村　清 平28. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74343,4011,1 有限会社　ホセイドー〒897-0215 0993(56)0073有限会社　ホセイドー吉田　慶子 昭56.10. 7調剤 薬局
     薬局 南九州市川辺町平山６８２１ 常　勤:    1薬局　取締役　吉田　 現存
     (薬       1)慶子 平29.10. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74443,4014,5 しんまち薬局 〒897-0221 0993-56-1558有限会社　メディコ・上野　泰弘 平11.11. 1調剤 薬局
     南九州市川辺町田部田３９６８番常　勤:    5ウエノ　代表取締役　 移動 現存
     地１ (薬       5)上野　泰弘 平29.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74543,4015,2 フジ薬局 〒897-0221 0993-56-5548有限会社　フジサキ　藤崎　悦朗 平12. 4. 1調剤 薬局
     南九州市川辺町田部田４８８９番常　勤:    2代表取締役　藤崎　悦 新規 現存
     ３ (薬       2)朗 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74643,4018,6 川辺調剤薬局 〒897-0211 0993-56-4611有限会社　川辺調剤薬赤池　剛 平16. 4. 1調剤 薬局
     南九州市川辺町両添大正田１２０常　勤:    3局　代表取締役　森岡 新規 現存
     ９番地１ (薬       3)　久晴 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74743,4019,4 フルート調剤薬局 〒897-0215 0993-58-3762有限会社　舞観奈　代綿城　博登 平17. 9. 1調剤 薬局
     南九州市川辺町平山５８５７番地常　勤:    1表取締役　坂下　京子 新規 現存
     １ (薬       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74843,4020,2 けいこ薬局 〒897-0222 0993-56-4413田中　慶子 田中　慶子 平17.12.15調剤 薬局
     南九州市川辺町永田１２０７番地常　勤:    1 新規 現存
     １ (薬       1) 平29.12.15
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74943,4021,0 有限会社　ケーアイ調〒897-0212 0993-76-5023有限会社　ケーアイ調山下　恭徳 平19. 8. 1調剤 薬局
     剤薬局　川辺店 南九州市川辺町今田字南田２８５常　勤:    2剤薬局　代表取締役　 新規 現存
     －１ (薬       2)門松　秀信 平25. 8. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
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  75043,4022,8 タイセイ薬局　頴娃店〒891-0704 0993-27-4777株式会社　ユーライフ磯脇　克郎 平19.12. 1調剤 薬局
     南九州市頴娃町別府字松永川上１常　勤:    1　代表取締役　磯脇　 新規 現存
     １７０１番地２ (薬       1)克郎 平25.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75143,4023,6 きりん薬局 〒897-0215 0993-56-0808株式会社　健心　代表田中　誉士 平20. 5. 1調剤 薬局
     南九州市川辺町平山３７７９ 常　勤:    1取締役　前川　浩幸 新規 現存
     (薬       1) 平26. 5. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75243,4024,4 南さつま調剤薬局 〒897-0222 0993-78-4411株式会社松岡メディカ松岡　弘樹 平25. 3. 1調剤 薬局
     南九州市川辺町永田４１６４－１常　勤:    2ルファーマシー　代表 新規 現存
     ４ (薬       2)取締役　松岡　弘樹 平25. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75343,4025,1 グリーンティ調剤まさ〒891-0704 0993-27-4747株式会社グッドマーシ今吉　昌乃 平25. 3. 1調剤 薬局
     の薬局 南九州市頴娃町別府３３１番地 常　勤:    1ャル　代表取締役　篠 新規 現存
     (薬       1)原　良武 平25. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75444,4031,7 大口薬局 〒895-2511 09952(2)0525松ケ迫　一郎 松ケ迫　一郎 昭41. 4.15調剤 薬局
     伊佐市大口里１８９９ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平29. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75544,4032,5 やまぐち薬局 〒895-2511 0995-22-0351合資会社　山口長生堂山口　雅巳 平 4. 7. 1調剤 薬局
     伊佐市大口上町２５番地６ 常　勤:    2　代表社員　山口　賢 現存
     (薬       2)太郎 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75644,4033,3 もりた薬局 〒895-2505 09952(2)6461森田　一則 森田　和代 平 6. 6. 1調剤 薬局
     伊佐市大口目丸１５３番地１ 常　勤:    1 現存
     (薬       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75744,4034,1 合名会社　森山薬局 〒895-2511 09952(2)1211合名会社　森山薬局　森山　裕樹 平 6. 8. 1調剤 薬局
     伊佐市大口上町１７番８号 常　勤:    2代表社員　森山　裕樹 現存
     (薬       2) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  75844,4035,8 大口伊佐会営　薬局 〒895-2526 0995-23-0600有限会社　大口伊佐会迫口　国弘 平 7. 5. 1調剤 薬局
     伊佐市大口宮人字鶴田５０２番地常　勤:    1営薬局　代表取締役　 新規 現存
     １４６ (薬       1)南薗　正和 平28. 5. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75944,4038,2 城田薬局 〒895-2501 0995-24-2200有限会社　シロタ　取城田　泰秀 平10.11. 1調剤 薬局
     伊佐市大口大田１２５４番地６ 常　勤:    2締役　城田　伸子 新規 現存
     (薬       2) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76044,4039,0 みどりの里薬局 〒895-2511 0995-23-0603緑の里調剤薬局有限会内山　誠 平15. 6. 1調剤 薬局
     伊佐市大口上町３４－１１ 常　勤:    4社　代表取締役　今村 移動 現存
     (薬       4)　俊作 平27. 6. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76144,4041,6 すみれ薬局 〒895-2513 0995-23-0919有限会社　さくらメデ撫養　功 平16. 2. 1調剤 薬局
     伊佐市大口上町１２番地７ 常　勤:    1ィカル　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)撫養　功 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76244,4042,4 おかだ薬局 〒895-2513 0995-22-6389岡田　敏 岡田　敏 平17.10. 1調剤 薬局
     伊佐市大口上町２番地１０ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76344,4043,2 南薗薬局 〒895-2631 0995-22-9383有限会社　南風　取締南薗　正和 平18. 2. 1調剤 薬局
     伊佐市大口小木原２０４１番地の常　勤:    1役　南薗　正和 組織変更 現存
     ２ (薬       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76444,4044,0 大宮司薬局 〒895-2511 0995-28-3311有限会社　大宮司薬局作道　和子 平20. 6. 1調剤 薬局
     伊佐市大口里３０５７－１０ 常　勤:    1　代表取締役　大宮司 移動 現存
     (薬       1)　正則 平26. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76544,4046,5 伊佐市民薬局 〒895-2701 0995-26-3838株式会社　モリケン　鎌田　守 平 5. 9. 1調剤 薬局
     伊佐市菱刈前目２１１９－１ 常　勤:    2代表取締役　鎌田　守 現存
     (薬       2) 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  76644,4047,3 菱刈薬局 〒895-2705 0995-26-5931株式会社　九州保健医山元　拓也 平 7.12. 1調剤 薬局
     伊佐市菱刈重留１１４６番地 常　勤:    2療　代表取締役　仙田 新規 現存
     (薬       2)　昇 平28.12. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76744,4049,9 前目薬局 〒895-2701 0995-24-1200有限会社　ツサキ商事角崎　貴朗 平22. 3. 1調剤 薬局
     伊佐市菱刈前目７８９－３ 常　勤:    1　代表取締役　角崎　 新規 現存
     (薬       1)義徳 平28. 3. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76844,4050,7 さと薬局 〒895-2511 0995-23-0510有限会社　大里商事　寺田　寛 平22.11. 7調剤 薬局
     伊佐市大口里３５８番地１ 常　勤:    1代表取締役　今村　俊 移動 現存
     (薬       1)作 平28.11. 7
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76944,4051,5 オリーブ薬局 〒895-2635 0995-29-5321有限会社　さくらメデ宮嵜　信隆 平23. 9. 1調剤 薬局
     伊佐市大口山野５１６８番１ 常　勤:    1ィカル　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)撫養　功 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77044,4052,3 さくらの里薬局 〒895-2511 0995-23-3100緑の里調剤薬局有限会鈴木　貴雄 平25.11. 1調剤 薬局
     伊佐市大口里字羽祢田１５１番２常　勤:    1社　代表取締役　今村 新規 現存
     (薬       1)　俊作 平25.11. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77144,4053,1 ふれあいの里薬局 〒895-2511 0995-23-3605有限会社　アート　代藤田　育代 平27. 3. 1調剤 薬局
     伊佐市大口里３０４０－１ 常　勤:    1表取締役　川本　秋栄 新規 現存
     (薬       1) 平27. 3. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77244,4054,9 有限会社　マエノ薬局〒895-2512 0995-22-0015有限会社　マエノ薬局前野　聡一郎 平29. 6. 1調剤 薬局
     伊佐市大口元町８番地１０ 常　勤:    1　代表取締役　前野　 移動 現存
     (薬       1)聡一郎 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77345,4002,5 センサー薬局 〒899-5215 0995-64-3222有限会社　ニック　代北島　高子 平 9. 4. 1調剤 薬局
     姶良市加治木町本町１４６番地 常　勤:    2表取締役　西　誠人 新規 現存
     (薬       2) 平30. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
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  77445,4003,3 かじき　薬局 〒899-5215 0995-62-3492有限会社　ヘルシー　徳永　貴久惠 平 9. 7. 1調剤 薬局
     姶良市加治木町本町２２６ー２ 常　勤:    1代表取締役　徳永貴久 移動 現存
     (薬       1)恵 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77545,4004,1 ふれんど薬局 〒899-5223 0995-63-6161有限会社　フレンズメ取附　康裕 平11. 1. 1調剤 薬局
     姶良市加治木町新生町１３０番地常　勤:    3ディカル　代表取締役 新規 現存
     ３ (薬       3)　飯山　浩志 平29. 1. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77645,4006,6 ひかり薬局 〒899-5215 0995-62-7001有限会社　レーヴメデ西田　周 平12. 9. 1調剤 薬局
     姶良市加治木町本町２４９番地３常　勤:    1ィカル　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)内田　晶久 平24. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77745,4008,2 新生薬局 〒899-5223 0995-63-0115株式会社　さくらホス林　和仁 平15. 9. 1調剤 薬局
     姶良市加治木町新生町１２５番地常　勤:    1メディカル　代表取締 新規 現存
     (薬       1)役　津田　かおり 平27. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77845,4011,6 のぞみ薬局 〒899-5211 0995-62-0234株式会社　のぞみメデ岩元　香代子 平19.10. 1調剤 薬局
     姶良市加治木町新富町１１２番地常　勤:    1ィカル　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)内田　晶久 平25.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77945,4012,4 クローバー薬局 〒899-5231 0995-62-7123松田薬局　株式会社　松田　惠子 平20. 1. 1調剤 薬局
     姶良市加治木町反土字田中２６２常　勤:    1代表取締役　松田　惠 新規 現存
     ８番地８ (薬       1)子 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78045,4015,7 帖佐調剤薬局 〒899-5432 0995(65)8024株式会社　霧島市民薬山上　晃弘 平 3. 7. 1調剤 薬局
     姶良市宮島町５８－１５ 常　勤:    1局　代表取締役　寺脇 現存
     (薬       1)　康文　福森　淳 平24. 7. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78145,4016,5 有限会社　ケーアイ調〒899-5431 0995(66)3952有限会社ケーアイ調剤山本　史雄 平 5. 3. 1調剤 薬局
     剤薬局姶良店 姶良市西餅田１１８－３ 常　勤:    2薬局　代表取締役　門 現存
     (薬       2)松　秀信 平29. 3. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
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  78245,4017,3 西宮島　調剤薬局 〒899-5433 0995-67-0665松元　芳仁 松元　芳仁 平 8.10. 1調剤 薬局
     姶良市西宮島町５ー３ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78345,4018,1 たき　調剤薬局 〒899-5431 0995-64-5112有限会社　たき調剤薬高城　慎一郎 平 9.11. 1調剤 薬局
     姶良市西餅田５７２番地 常　勤:    1局　代表取締役　高城 新規 現存
     (薬       1)慎一郎 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78445,4019,9 有限会社　ケーアイ調〒899-5431 0995-66-0453有限会社　ケーアイ調井上　彰夫 平10. 4. 1調剤 薬局
     剤薬局　西餅田店 姶良市西餅田１０６番地６ 常　勤:    3剤薬局　代表取締役　 新規 現存
     (薬       3)門松秀信 平28. 4. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78545,4020,7 かれん　薬局 〒899-5431 0995-64-5561有限会社　サンセイ　鎌田　隆司 平10. 4. 1調剤 薬局
     姶良市西餅田１３４８番４ 常　勤:    3代表取締役　鎌田久穂 新規 現存
     (薬       3) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78645,4024,9 うらら薬局 〒899-5431 0995-65-3825有限会社　丸一産業　中拂　美千代 平12. 5. 1調剤 薬局
     姶良市西餅田９７番２ 常　勤:    1代表取締役　山之内　 移動 現存
     (薬       1)一秀 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78745,4026,4 有限会社　はぁと薬局〒899-5652 0995-67-7507有限会社　はぁと薬局重信　昭二 平15. 4. 1調剤 薬局
     姶良市平松２９５５番地１６ 常　勤:    1　代表取締役　重信　 新規 現存
     (薬       1)昭二 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78845,4028,0 思川薬局 〒899-5651 0995-67-7123有限会社ライフ　代表杉森　和德 平15.12. 1調剤 薬局
     姶良市脇元９６１番地５ 常　勤:    2取締役　杉森　和德 新規 現存
     (薬       2) 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78945,4029,8 ゆうき薬局 〒899-5652 0995-55-5315有限会社　角田　代表大橋　とも子 平19. 3. 1調剤 薬局
     姶良市平松２８７８番地２３ 常　勤:    2取締役　角田　真一 新規 現存
     (薬       2) 平25. 3. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  79045,4030,6 中ノ丸薬局 〒899-5421 0995-67-7050有限会社　ティワイフ末永　知勇 平19. 3. 1調剤 薬局
     姶良市東餅田字中ノ丸４３３番地常　勤:    3ァーマシー　代表取締 新規 現存
     １７ (薬       3)役　花畑　理恵 平25. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79145,4032,2 有限会社原口中央薬局〒899-5431 0995-66-5530有限会社　原口中央薬原口　哲夫 平20. 4. 1調剤 薬局
     　姶良店 姶良市西餅田３５５４－１１ 常　勤:    2局　代表取締役　原口 新規 現存
     (薬       2)　哲夫 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79245,4033,0 さわやか薬局 〒899-5652 0995-66-9922有限会社　ティーエム竹内　涼太郎 平20. 7.22調剤 薬局
     姶良市平松２８４１番１ 常　勤:    6企画　代表取締役　小 移動 現存
     (薬       6)笹　忠彦 平26. 7.22
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79345,4034,8 ピッコロ調剤薬局 〒899-5652 0995-66-9510株式会社　サティスフ水谷　律 平20. 8. 1調剤 薬局
     姶良市平松字六ヶ所前４７４５番常　勤:    6ァーマ　代表取締役　 新規 現存
     地３ (薬       6)小倉　義広 平26. 8. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79445,4036,3 蒲生薬局　まちかみ支〒899-5302 0995-54-3000有限会社　蒲生薬局　肥田　尚也 平 9.12. 1調剤 薬局
     店 姶良市蒲生町上久徳２５３８番地常　勤:    1代表取締役　田中　久 新規 現存
     (薬       1)嗣 平27.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79545,4037,1 蒲生薬局 〒899-5302 0995-52-1101有限会社　蒲生薬局　田中　寛晃 平10.12. 7調剤 薬局
     姶良市蒲生町上久徳２５２９番地常　勤:    1代表取締役　田中　久 移動 現存
     (薬       1)嗣 平28.12. 7
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79645,4042,1 さくらんぼ薬局 〒899-5212 0995-73-6801株式会社　エス　代表川﨑　慶仁 平24. 4. 1調剤 薬局
     姶良市加治木町諏訪町１７６番地常　勤:    2取締役　小笹　忠彦 新規 現存
     ２ (薬       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79745,4043,9 マリンバ調剤薬局　加〒899-5211 0995-73-3419株式会社　サティスフ向江　八千代 平24. 9. 1調剤 薬局
     治木店 姶良市加治木町新富町１０６ 常　勤:    2ァーマ　代表取締役　 新規 現存
     (薬       2)小倉　義広 平24. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
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  79845,4046,2 ひまわり薬局　姶良店〒899-5432 0995-66-9188有限会社　マルタメデ鎌下　希久代 平25.10. 2調剤 薬局
     姶良市宮島町２０番地７ 常　勤:    1ィカル　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)丸田　兼元 平25.10. 2
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79945,4047,0 とまと薬局　蒲生店 〒899-5302 0995-54-3020有限会社　ティーエム佐藤　直人 平26. 4. 1調剤 薬局
     姶良市蒲生町上久徳２５６０ 常　勤:    2企画　代表取締役　小 新規 現存
     (薬       2)笹　忠彦 平26. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80045,4048,8 ドレミ薬局 〒899-5431 0995-64-5385有限会社　本町薬局　長江　晋太郎 平26. 5.12調剤 薬局
     姶良市西餅田７２番７ 常　勤:    2代表取締役　平　剛美 移動 現存
     (薬       2) 平26. 5.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80145,4049,6 スマイル薬局姶良店 〒899-5422 0995-73-8155株式会社　スリーピー中島　由美 平26.10. 1調剤 薬局
     姶良市松原町２－２０－５ 常　勤:    1スコーポレーション　 新規 現存
     (薬       1)代表取締役　山田　省 平26.10. 1
     非常勤:    2三
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80245,4050,4 ｍｙ薬局あいら 〒899-5431 0995-66-1635有限会社　エム・ワイ坂口　里香 平26.11. 1調剤 薬局
     姶良市西餠田９４０番５ 常　勤:    2　代表取締役　古園　 移動 現存
     (薬       2)浩 平26.11. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80345,4051,2 フルール薬局 〒899-5422 0995-73-5994株式会社　ラディナス馬庭　遼 平27.11. 1調剤 薬局
     姶良市松原町二丁目２７番地７ 常　勤:    1　代表取締役　馬庭　 新規 現存
     (薬       1)遼 平27.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80445,4052,0 イオン薬局　姶良店 〒899-5431 0995-67-8436イオン九州株式会社　田之上　真也 平28. 3. 8調剤 薬局
     姶良市西餠田２６４－１ 常　勤:    3代表取締役　柴田　祐 新規 現存
     (薬       3)司 平28. 3. 8
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  80545,4054,6 うさぎ薬局 〒899-5421 0995-67-6018有限会社　マルタメデ吉留　敏代 平28. 6. 1調剤 薬局
     姶良市東餠田２３６５－３ 常　勤:    1ィカル　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)丸田　兼元 平28. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80645,4055,3 ひだまり薬局 〒899-5432 0995-65-0050株式会社　陽だまり　新山　尚子 平28.10. 9調剤 薬局
     姶良市宮島町５６－２９ 常　勤:    3代表取締役　新山　尚 移動 現存
     (薬       3)子 平28.10. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80745,4056,1 かもだ通り薬局 〒899-5215 0995-55-1221永長　德一 永長　德一 平29. 1. 3調剤 薬局
     姶良市加治木町本町３４４ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平29. 1. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80845,4057,9 めばえ薬局 〒899-5421 0995-67-6868株式会社　創健　代表楯　友子 平29. 2. 1調剤 薬局
     姶良市東餠田５１０－７ 常　勤:    1取締役　前川　浩幸 新規 現存
     (薬       1) 平29. 2. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80945,4058,7 ヘルシー薬局　西餠田〒899-5431 0995-66-1177有限会社　のぞみ調剤柴山　久美子 平29.10. 1調剤 薬局
     店 姶良市西餠田５６１－１ 常　勤:    1薬局　代表取締役　岩 新規 現存
     (薬       1)田　洋海 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81045,4059,5 ぶどうの木調剤薬局 〒899-5241 0995-62-8580合同会社　ＴＡＯ　代三浦　正樹 平29.10. 1調剤 薬局
     姶良市加治木町木田１９５７番地常　勤:    2表社員　三浦　正樹 移動 現存
     ２号 (薬       2) 平29.10. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81145,4060,3 港町薬局 〒899-5221 0995-63-0133株式会社　創健　代表猿渡　豪 平30. 2. 1調剤 薬局
     姶良市加治木町港町１４６番地３常　勤:    1取締役　前川　浩幸 新規 現存
     (薬       1) 平30. 2. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81245,4061,1 ユニファーマシーかじ〒899-5214 0995-73-7390株式会社　ユニバーサ石原　義久 平30. 5. 1調剤 薬局
     のき薬局 姶良市加治木町仮屋町２番１ 常　勤:    1ルコーポレーション　 新規 現存
     (薬       1)代表取締役　柏木　宏 平30. 5. 1
     仁
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  81345,4062,9 にしあいら薬局 〒899-5656 0995-73-8515大同メディカル株式会中島　広智 平30. 5. 1調剤 薬局
     姶良市西姶良１丁目２２番８－１常　勤:    1社　代表取締役　中島 新規 現存
     号 (薬       1)　広智 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81451,4001,5 タバタ薬局　吉野店 〒892-0877 099-814-5026株式会社　ＹＫファー木佐貫　大 平27. 5. 1調剤 薬局
     鹿児島市吉野一丁目４４番１７号常　勤:    1マシー　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)木佐貫　大 平27. 5. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81551,4002,3 南日本薬剤センター薬〒890-0055 099-204-9360株式会社　南日本薬剤淵田　健明 平27. 5. 1調剤 薬局
     局　上荒田店 鹿児島市上荒田町２６番１９号き常　勤:    3センター　代表取締役 移動 現存
     くぞうビル１階 (薬       3)　岩元　正義 平27. 5. 1
     非常勤:   14
     (薬      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81651,4003,1 にじいろ薬局 〒891-0143 099-263-6775にじいろ薬局株式会社岩田　親和 平27. 8. 8調剤 薬局
     鹿児島市和田一丁目２１番２－２常　勤:    2　代表取締役　岩田　 移動 現存
     号 (薬       2)親和 平27. 8. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81751,4004,9 南日本薬剤センター薬〒890-0082 099-297-6851株式会社　南日本薬剤中熊　辰徳 平27. 8. 1調剤 薬局
     局　紫原店 鹿児島市紫原三丁目３３－８ 常　勤:    1センター　代表取締役 新規 現存
     (薬       1)　岩元　正義 平27. 8. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81851,4005,6 かもいけ調剤薬局 〒890-0063 099-214-6900有限会社　メディ・フ佐藤　寛子 平27. 8. 1調剤 薬局
     鹿児島市鴨池二丁目３番６号 常　勤:    2ラワー　代表取締役　 新規 現存
     (薬       2)渡邊　信人 平27. 8. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81951,4007,2 イオン薬局　鹿児島鴨〒890-0063 099-812-5451イオンストア九州株式杉町　公一 平27. 9. 1調剤 薬局
     池店 鹿児島市鴨池二丁目２６番３０号常　勤:    4会社　代表取締役　平 新規 現存
     (薬       4)松　弘基 平27. 9. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  82051,4008,0 べっぷ薬局　アリーナ〒890-0023 099-202-0057株式会社　べっぷ薬局岩田　基広 平27. 9. 1調剤 薬局
     前 鹿児島市永吉一丁目１１番１０号常　勤:    1　代表取締役　森岡　 新規 現存
     (薬       1)久晴 平27. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82151,4009,8 喜入ニコニコ薬局 〒891-0203 099-202-0546株式会社ファーマデザ新留　将吾 平27. 9. 1調剤 薬局
     鹿児島市喜入町６０７７番地１１常　勤:    2イン　代表取締役　新 新規 現存
     (薬       2)留　将吾 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82251,4010,6 マリンバ調剤薬局　郡〒891-1105 099-294-9270株式会社サティスファ小倉　義広 平27. 9. 1調剤 薬局
     山店 鹿児島市郡山町５０８－１ 常　勤:    1ーマ　代表取締役　小 新規 現存
     (薬       1)倉　義広 平27. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82351,4011,4 スター調剤薬局　皇徳〒891-0103 099-297-5157有限会社　白男川薬局大北　綾 平27.10. 1調剤 薬局
     寺店 鹿児島市皇徳寺台３丁目２４－７常　勤:    1　代表取締役　白男川 新規 現存
     (薬       1)　賢治 平27.10. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82451,4012,2 フロント薬局 〒890-0034 099-204-9000株式会社　創健　代表舘　杏子 平27.10. 1調剤 薬局
     鹿児島市田上２丁目３２－２０ 常　勤:    1取締役　前川　浩幸 新規 現存
     (薬       1) 平27.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82551,4013,0 あさひ薬局　じげんじ〒891-0141 099-263-6681有限会社あさひ薬局　伊比　誠 平27.11. 1調剤 薬局
     店 鹿児島市谷山中央６丁目１７－３常　勤:    1代表取締役　伊比　誠 移動 現存
     １ (薬       1) 平27.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82651,4014,8 有限会社カンナ薬局 〒891-0114 099-269-6363有限会社カンナ薬局　岩﨑　加根子 平27.11.16調剤 薬局
     鹿児島市小松原一丁目４０－１ 常　勤:    1代表取締役　岩﨑　加 移動 現存
     (薬       1)根子 平27.11.16
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  82751,4016,3 薬局くろうさぎ 〒892-0847 099-248-7990株式会社　健光　代表前田　美名 平28. 1. 1調剤 薬局
     鹿児島市西千石町３－１５ 常　勤:    1取締役　牧　克久 新規 現存
     (薬       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82851,4019,7 千年薬局 〒890-0001 099-295-3621有限会社　木下調剤薬久永　奈穂子 平28. 4. 1調剤 薬局
     鹿児島市千年二丁目１１番１３号常　勤:    3局　代表取締役　木下 新規 現存
     (薬       3)　正博 平28. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82951,4020,5 キリマンジャロ薬局 〒890-0031 050-3786-5895Ｍｔ．ファーマシー株元起　真美 平28. 4. 1調剤 薬局
     鹿児島市武岡一丁目１１６番１号常　勤:    1式会社　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)元起　真美 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83051,4021,3 スマイル薬局　宇宿店〒890-0073 099-298-5672株式会社　スリーピー渕之上　功人 平28. 4. 1調剤 薬局
     鹿児島市宇宿９丁目６番５号 常　勤:    1スコーポレーション　 新規 現存
     (薬       1)代表取締役　山田　省 平28. 4. 1
     非常勤:    3三
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83151,4022,1 真砂薬局 〒890-0066 099-202-0603株式会社　創健　代表丸田　兼志 平28. 4. 1調剤 薬局
     鹿児島市真砂町７６番９号 常　勤:    1取締役　前川　浩幸 新規 現存
     (薬       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83251,4024,7 南九州調剤薬局　郡元〒890-0065 099-297-6018有限会社　南九州調剤古川　実穂 平28. 5. 1調剤 薬局
     店 鹿児島市郡元一丁目１３番３－１常　勤:    1薬局　代表取締役　迫 新規 現存
     ０１号 (薬       1)田　喜久男 平28. 5. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83351,4025,4 こもれび薬局 〒890-0056 099-204-7452株式会社　ＬＥＸＹ　野田　脩峰 平28. 5. 1調剤 薬局
     鹿児島市下荒田３丁目２１－５－常　勤:    1Ｍｅｄｉｃａｌ　代表 移動 現存
     １Ｆ (薬       1)取締役　川内　哲郎 平28. 5. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  83451,4027,0 れいめい薬局　千石店〒892-0847 099-213-9894株式会社　れいめいメ井ノ上　利恵 平28. 6.20調剤 薬局
     鹿児島市西千石町３番２６号イー常　勤:    1ディカル　代表取締役 新規 現存
     スト朝日ビル２階 (薬       1)　福﨑　泰史 平28. 6.20
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83551,4029,6 ふじ薬局　山田店 〒891-0104 099-201-7227有限会社　アート　代指宿　貴子 平28. 8. 1調剤 薬局
     鹿児島市山田町３４０８－９ 常　勤:    5表取締役　川本　秋栄 新規 現存
     (薬       5) 平28. 8. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83651,4030,4 けだなの薬局 〒892-0877 099-243-4724株式会社　はらさきや濵田　知津子 平28. 8. 1調剤 薬局
     鹿児島市吉野２丁目３０－１２ 常　勤:    1　代表取締役　原﨑　 新規 現存
     (薬       1)大作 平28. 8. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83751,4031,2 おとわ調剤薬局 〒891-0114 099-297-5080株式会社ベネフォート山﨑　裕美 平28. 9. 1調剤 薬局
     鹿児島市小松原一丁目３７番７号常　勤:    2　代表取締役　藤本　 移動 現存
     (薬       2)欣浩 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83851,4034,6 任天堂薬局 〒892-0806 099-248-5858株式会社サティスファ藤﨑　理恵 平28.10. 1調剤 薬局
     鹿児島市池之上町９番１１号 常　勤:    1ーマ　代表取締役　小 新規 現存
     (薬       1)倉　義広 平28.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83951,4035,3 ハートフル薬局 〒890-0054 099-214-5542株式会社　スマイルハ秋月　尚紀 平28.11. 1調剤 薬局
     鹿児島市荒田二丁目４１番１２号常　勤:    1ート　代表取締役　秋 移動 現存
     (薬       1)月　尚紀 平28.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84051,4037,9 ゆうゆう薬局　みなみ〒892-0854 099-225-9711ファルマコム株式会社上原　靖洋 平28.11.13調剤 薬局
     店 鹿児島市長田町１８番２３号 常　勤:    1　代表取締役　上原　 移動 現存
     (薬       1)靖洋 平28.11.13
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  84151,4038,7 ひかり薬局 〒891-0141 099-266-5488有限会社　メディカル上村　眞由美 平28.11.14調剤 薬局
     鹿児島市谷山中央一丁目４１０７常　勤:    2ネット　代表取締役　 移動 現存
     番地 (薬       2)加藤　政信 平28.11.14
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84251,4041,1 やよい調剤薬局 〒890-0014 099-227-2628株式会社薬師　代表取稻留　康子 平28.12. 1調剤 薬局
     鹿児島市草牟田２丁目９番２号１常　勤:    5締役　稻留　康子 移動 現存
     階 (薬       5) 平28.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84351,4042,9 瀬々串薬局 〒891-0201 099-343-8501有限会社　さくらメデ米丸　真広 平28.12. 1調剤 薬局
     鹿児島市喜入瀬々串町３４０９－常　勤:    1ィカル　代表取締役　 新規 現存
     ２ (薬       1)撫養　功 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84451,4043,7 はるかぜ薬局 〒891-1304 099-293-7011株式会社　ツール・ド上久保　育美 平28.12. 1調剤 薬局
     鹿児島市本名町１０７１番地６ 常　勤:    1・メディケーション　 新規 現存
     (薬       1)代表取締役　原口　憲 平28.12. 1
     非常勤:   10顕
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84551,4044,5 小牧薬局　中央店 〒890-0053 099-285-2558有限会社　小牧薬局　小牧　貴治 平29. 2. 1調剤 薬局
     鹿児島市中央町２９番地１１ 常　勤:    2代表取締役　小牧　正 新規 現存
     (薬       2)治 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84651,4046,0 薬局みらい 〒890-0073 099-814-7878株式会社　Ｔｒｙｕｍ諏訪田　純 平29. 4. 1調剤 薬局
     鹿児島市宇宿四丁目３５番１８号常　勤:    2ｐｈ　代表取締役　川 新規 現存
     (薬       2)野　耕矢 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84751,4047,8 パンジー薬局 〒891-0113 099-204-9301有限会社　しらゆり調宮脇　仁美 平29. 4.14調剤 薬局
     鹿児島市東谷山六丁目３７番２５常　勤:    1剤薬局　代表取締役　 新規 現存
     号 (薬       1)片桐　裕子 平29. 4.14
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84851,4048,6 照国調剤薬局 〒892-0841 099-813-7113株式会社　コーエー大福倉　加寿子 平29. 4. 1調剤 薬局
     鹿児島市照国町１３番１５号県歯常　勤:    1洋薬品鹿児島販売　代 新規 現存
     科医師会館１階 (薬       1)表取締役　西　和寛 平29. 4. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  84951,4049,4 マロニエ薬局 〒890-0073 099-806-1234株式会社　メディグラ栃木　崇寿 平29. 4. 1調剤 薬局
     鹿児島市宇宿二丁目２５番３０－常　勤:    1ッツェ　代表取締役　 新規 現存
     １０１号 (薬       1)最勝寺　智史 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85051,4050,2 薬局ニューロン 〒891-0115 099-814-7272株式会社　ツール・ド三原　隆作 平29. 4. 1調剤 薬局
     鹿児島市東開町３番地１６３ 常　勤:    1・メディケーション　 新規 現存
     (薬       1)代表取締役　原口　憲 平29. 4. 1
     非常勤:    9顕
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85151,4051,0 あさがお薬局 〒890-0067 099-812-6201株式会社　ツール・ド村山　眞美子 平29. 4. 1調剤 薬局
     鹿児島市真砂本町３番９５号 常　勤:    1・メディケーション　 移動 現存
     (薬       1)代表取締役　原口　憲 平29. 4. 1
     非常勤:    5顕
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85251,4052,8 まさき薬局 〒890-0056 099-213-4755株式会社マストコ　代西村　美香 平29. 4. 1調剤 薬局
     鹿児島市下荒田一丁目２番２１号常　勤:    3表取締役　吉田　明良 新規 現存
     (薬       3) 平29. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85351,4053,6 吉野中央薬局 〒892-0871 099-244-0197株式会社　鶴丸調剤薬工藤　和大 平29. 4. 1調剤 薬局
     鹿児島市吉野町２２８６番地３ 常　勤:    4局　代表取締役　濵脇 新規 現存
     (薬       4)　義次 平29. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85451,4054,4 鶴丸調剤薬局　玉竜店〒892-0851 099-248-5554株式会社　鶴丸調剤薬安楽　芳久 平29. 4. 1調剤 薬局
     鹿児島市上竜尾町５番１８号 常　勤:    1局　代表取締役　濵脇 新規 現存
     (薬       1)　義次 平29. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85551,4055,1 郡山中央薬局 〒891-1105 099-245-6360株式会社　鶴丸調剤薬川畑　敏之 平29. 4. 1調剤 薬局
     鹿児島市郡山町６４７８番地１ 常　勤:    2局　代表取締役　濵脇 新規 現存
     (薬       2)　義次 平29. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表［鹿児島県］

［平成30年 6月 1日現在　薬局　　　現存／休止］ 平成30年 6月 1日作成   113 頁

  85651,4056,9 わかば薬局　中央町店〒890-0053 099-210-5710有限会社　ピュアメデ西村　道子 平29. 5. 1調剤 薬局
     鹿児島市中央町３２－３４ 常　勤:    1ィカル　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)藤原　義美 平29. 5. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85751,4058,5 吉野さくら薬局 〒892-0871 099-813-7801株式会社　メイワ企画松永　吏宏 平29. 7. 3調剤 薬局
     鹿児島市吉野町５３９８－６ 常　勤:    3　代表取締役　松永　 新規 現存
     (薬       3)吏宏 平29. 7. 3
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85851,4059,3 アトム薬局　二号店 〒892-0852 099-219-1099株式会社　ニック　代丸野　千穂 平29. 7. 1調剤 薬局
     鹿児島市下竜尾町４番７号 常　勤:    1表取締役　 川　正男 新規 現存
     (薬       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85951,4060,1 イルカ調剤薬局　石谷〒899-2701 099-278-2005株式会社　ｉＲＵＦＡ下野　剛司 平29. 8. 1調剤 薬局
     店 鹿児島市石谷町２１００番地１８常　勤:    3　代表取締役　木村　 新規 現存
     (薬       3)貴博 平29. 8. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86051,4061,9 きずな薬局 〒890-0053 099-203-0307株式会社　つかさ薬品重久　和美 平29. 9. 1調剤 薬局
     鹿児島市中央町２１番地８ 常　勤:    1　代表取締役　重久　 移動 現存
     (薬       1)宰 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86151,4062,7 みなみの薬局 〒892-0854 099-225-0003ＰＡＮＡＣＥＡ株式会鎌田　貴志 平29.10. 1調剤 薬局
     鹿児島市長田町１５－８ 常　勤:    2社　代表取締役　湯川 新規 現存
     (薬       2)　修　原﨑　大作 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86251,4063,5 ライム調剤薬局 〒891-0105 099-203-0818株式会社　セゾン　代丹羽　あけみ 平29.11. 1調剤 薬局
     鹿児島市中山町１９１７－１ 常　勤:    1表取締役　松田　浩一 新規 現存
     (薬       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86351,4064,3 スター調剤薬局　坂之〒891-0151 099-230-0022有限会社　白男川薬局西田　弘子 平29.12. 1調剤 薬局
     上店 鹿児島市光山二丁目１０番２５号常　勤:    1　代表取締役　白男川 新規 現存
     (薬       1)　賢治 平29.12. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
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  86451,4065,0 田之上調剤薬局 〒890-0065 099-257-1176株式会社ディー・シー田之上　耕也 平29.12. 1調剤 薬局
     鹿児島市郡元三丁目１４番１２号常　勤:    3・トレーディング　代 新規 現存
     (薬       3)表取締役　吉村　企右 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86551,4066,8 ヘルシー薬局　上荒田〒890-0055 099-210-5166有限会社　のぞみ調剤萩原　啓誠 平30. 1. 1調剤 薬局
     店 鹿児島市上荒田町２３番８号 常　勤:    1薬局　代表取締役　岩 新規 現存
     (薬       1)田　洋海 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86651,4067,6 すずな調剤薬局 〒890-0042 099-230-0205合同会社　ＢＤＫ　代楠元　俊英 平30. 1. 1調剤 薬局
     鹿児島市薬師二丁目２７番８号 常　勤:    1表社員　楠元　俊英 新規 現存
     (薬       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86751,4068,4 南日本薬剤センター薬〒890-0064 099-297-4050株式会社　南日本薬剤倉野　百合香 平30. 1. 1調剤 薬局
     局　鴨池新町店 鹿児島市鴨池新町５番８号 常　勤:    1センター　代表取締役 新規 現存
     (薬       1)　岩元　正義 平30. 1. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86851,4069,2 クローバー薬局 〒890-0005 099-813-7633株式会社　サティスフ木下　亜弥美 平30. 1. 1調剤 薬局
     鹿児島市下伊敷一丁目２４番６号常　勤:    1ァーマ　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)小倉　義広 平30. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86951,4070,0 スター調剤薬局　うす〒890-0073 099-814-5288有限会社　白男川薬局財津　幹三郎 平30. 2. 1調剤 薬局
     き店 鹿児島市宇宿四丁目３０番１１号常　勤:    2　代表取締役　白男川 新規 現存
     (薬       2)　賢治 平30. 2. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87051,4071,8 にしせんごく薬局 〒892-0847 099-248-8920株式会社　ＣＩＲＣＬ松村　愛美 平30. 2. 1調剤 薬局
     鹿児島市西千石町１２－１１－１常　勤:    1Ｅ　代表取締役　中島 新規 現存
     ０１ (薬       1)　広智 平30. 2. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87151,4072,6 協立調剤薬局 〒890-0053 099-296-8237有限会社　協立医料　下野　満智 平30. 2. 5調剤 薬局
     鹿児島市中央町３０番地６エムデ常　勤:    2代表取締役　德永　愛 移動 現存
     ィア中央町１０１号 (薬       2)子 平30. 2. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  87251,4073,4 ヘルシーウェル薬局　〒892-0815 099-227-2448株式会社　サティスフ大田　鶴美 平30. 4. 1調剤 薬局
     本店 鹿児島市易居町１番２７号 常　勤:    1ァーマ　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)小倉　義広 平30. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87351,4074,2 ピエール薬局 〒890-0065 099-204-0095有限会社　オーエヌ・湯川　修 平30. 4. 1調剤 薬局
     鹿児島市郡元一丁目４番３号－１常　勤:    1メディスン　代表取締 新規 現存
     ０２号 (薬       1)役　鬼木　善典 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87451,4075,9 ホワイト薬局 〒890-0042 099-206-2223有限会社　オーエヌ・田中　倫太郎 平30. 4. 1調剤 薬局
     鹿児島市薬師一丁目１２－８ 常　勤:    1メディスン　代表取締 新規 現存
     (薬       1)役　鬼木　善典 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87551,4076,7 高見馬場薬局 〒892-0844 099-239-5511みなみの株式会社　代二木　ひとみ 平30. 5. 1調剤 薬局
     鹿児島市山之口町１番１５号１Ｆ常　勤:    1表取締役　原﨑　大作 新規 現存
     (薬       1) 平30. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87651,4077,5 みなみの薬局 〒892-0854 099-225-0003みなみの株式会社　代鎌田　貴志 平30. 5. 1調剤 薬局
     鹿児島市長田町１５番８号 常　勤:    1表取締役　原﨑　大作 新規 現存
     (薬       1) 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87751,4078,3 アルモニー薬局 〒892-0816 099-227-0017みなみの株式会社　代野添　さとみ 平30. 5. 1調剤 薬局
     鹿児島市山下町８番１号１Ｆ 常　勤:    1表取締役　原﨑　大作 新規 現存
     (薬       1) 平30. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87851,4079,1 南日本薬剤センター薬〒891-0150 099-284-6373株式会社　南日本薬剤古川　龍一郎 平30. 5. 1調剤 薬局
     局　坂之上店 鹿児島市坂之上２丁目１４番１２常　勤:    1センター　代表取締役 移動 現存
     号 (薬       1)　岩元　正義 平30. 5. 1
     非常勤:   16
     (薬      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87951,4080,9 メルシー薬局 〒892-0862 099-802-5059株式会社　はーと　代上山　雅彦 平30. 5. 1調剤 薬局
     鹿児島市坂元町１２９１－１ 常　勤:    1表取締役　上山　雅彦 移動 現存
     (薬       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  88051,4081,7 とまりぎ薬局 〒892-0845 099-213-9717株式会社　フジ・ファ藤原　斉也 平30. 5. 1調剤 薬局
     鹿児島市樋之口町２番１－１０１常　勤:    1ーマシー　代表取締役 新規 現存
     号 (薬       1)　藤原　斉也 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88151,4082,5 かもいけ電停前さくら〒890-0063 099-230-0557有限会社　さくら調剤鮫島　義昭 平30. 5. 1調剤 薬局
     薬局 鹿児島市鴨池一丁目３１番１１号常　勤:    2薬局　代表取締役　鶴 新規 現存
     (薬       2)薗　秀子 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88251,4083,3 エンゼルキッズ薬局 〒890-0073 099-275-9140株式会社　大賀薬局　太田黒　陽子 平30. 5. 1調剤 薬局
     鹿児島市宇宿八丁目８番２３号 常　勤:    1代表取締役　大賀　崇 新規 現存
     (薬       1)浩 平30. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88351,4084,1 きたもと薬局 〒890-0064 099-214-8060有限会社　インマヌエ北元　啓資 平30. 6. 1調剤 薬局
     鹿児島市鴨池新町１１番２３号 常　勤:    4ル　代表取締役　北元 移動 現存
     (薬       4)　逸 平30. 6. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


