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    101,4034,2 有限会社ユアサ薬局 〒880-0806 0985-26-2525有限会社ユアサ薬局　湯浅　正俊 昭52. 4.15 薬局
     宮崎市広島１丁目３番９号 常　勤:    1代表取締役　湯浅　正 現存
     (薬       1)俊 平28. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201,4047,4 平和堂薬局 〒880-0046 0985-26-1177有限会社平和堂　代表近藤　和代 昭53. 5. 1 薬局
     宮崎市平和が丘北町１３番地２ 常　勤:    1取締役　近藤　和代 現存
     (薬       1) 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301,4057,3 有限会社はまゆう調剤〒880-2112 0985-47-3685有限会社はまゆう調剤有村　律子 昭54. 3. 1 薬局
     薬局 宮崎市大字小松２９８６番地５ 常　勤:    1薬局　取締役　岡元　 現存
     (薬       1)俊雄 平30. 3. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    401,4060,7 清水町調剤薬局 〒880-0021 0985-28-8337株式会社三協　代表取本川　重則 昭54. 6.15 薬局
     宮崎市清水３丁目２番３５号 常　勤:    2締役　甲斐　春也 現存
     (薬       2) 平30. 6.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    501,4076,3 有限会社　スイゲン調〒880-0804 0985-25-2202有限会社スイゲン調剤水元　俊二郎 昭55. 6. 1 薬局
     剤薬局 宮崎市宮田町１２番９号 常　勤:    3薬局　代表取締役　水 現存
     (薬       3)元　俊二郎 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    601,4086,2 有限会社保険調剤薬局〒880-0805 0985-28-6410有限会社保険調剤薬局太田　光浩 昭56. 1. 1 薬局
     トップ 宮崎市橘通東３丁目２番３０号 常　勤:    1トップ　代表取締役　 現存
     (薬       1)太田　光浩 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    701,4094,6 ヒロ薬局 〒880-0006 0985-28-9629センチュリーメディッ田﨑　仁 昭56.12. 1 薬局
     宮崎市千草町９番１号 常　勤:    4ク株式会社　代表取締 現存
     (薬       4)役　田崎　恵子 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    801,4106,8 有限会社大宮調剤薬局〒880-0056 0985-22-3896有限会社大宮調剤薬局吉田　有紀 昭59. 7. 2他   薬局
     宮崎市神宮東２丁目５番地１０ 常　勤:    2　代表取締役　田﨑　 現存
     (薬       2)眞理子 平29. 7. 2
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    901,4107,6 永楽町調剤薬局 〒880-0872 0985-25-9391有限会社清藤調剤薬局清藤　誠 昭59. 7. 1他   薬局
     宮崎市永楽町２０６番地２ 常　勤:    3　代表取締役　清藤　 現存
     (薬       3)誠 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   1001,4111,8 有限会社江南調剤薬局〒880-0905 0985-51-8376有限会社江南調剤薬局田代　友美 昭60. 4. 1 薬局
     宮崎市中村西１丁目３番４号 常　勤:    3　代表取締役　田﨑　 現存
     (薬       3)眞理子 平30. 4. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1101,4119,1 大橋調剤薬局 〒880-0022 0985-29-9802有限会社恵愛　代表取林　みき枝 昭62. 8.15他   薬局
     宮崎市大橋２丁目４７番地 常　勤:    1締役　林　みき枝 現存
     (薬       1) 平29. 8.15
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1201,4123,3 アイリスファーマシー〒880-0815 0985-28-3915アイリスファーマシー田村　恵子 昭63. 2. 1 薬局
     宮崎市江平町１丁目３番地１４ 常　勤:    2株式会社　代表取締役 現存
     (薬       2)　高崎　淑子 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1301,4129,0 有限会社城ケ崎薬局 〒880-0917 0985-53-6588有限会社城ケ崎薬局　佐々木　隆仁 平元. 5. 1 薬局
     宮崎市城ケ崎３丁目２３番地５ 常　勤:    1代表取締役　佐々木　 現存
     (薬       1)隆仁 平28. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1401,4130,8 太田町薬局 〒880-0903 0985-52-7777有限会社まさき薬局　齊藤　武士 平元. 9.16 薬局
     宮崎市太田１丁目２番２０－１号常　勤:    1代表取締役　矢田部　 現存
     (薬       1)正弘 平28. 9.16
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1501,4136,5 たのうえ調剤薬局 〒880-0951 0985-51-1601有限会社たのうえ調剤田上　悦子 平 2. 1.20 薬局
     宮崎市大塚町田渕ケ原４０７１番常　勤:    2薬局　代表取締役　田 現存
     地 (薬       2)上　悦子 平29. 1.20
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1601,4138,1 サンパーム柳丸店 〒880-0844 0985-20-9906有限会社サンメディシ中津　基子 平 2. 3.15 薬局
     宮崎市柳丸町１３３番地 常　勤:    1ン　代表取締役　佐藤 現存
     (薬       1)　忍 平29. 3.15
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   1701,4141,5 大島調剤薬局 〒880-0824 0985-32-0008有限会社大島調剤薬局中嶋　桂子 平 2. 5.15 薬局
     宮崎市大島町前田３３４番地２ 常　勤:    1　代表取締役　中嶋　 現存
     (薬       1)桂子 平29. 5.15
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1801,4145,6 島之内薬局 〒880-0121 0985-39-9077有限会社島之内薬局　渡 　紘子 平 3. 4. 1 薬局
     宮崎市大字島之内字馬出７０７０常　勤:    4代表取締役　喜島　章 現存
     番地１ (薬       4)二郎 平30. 4. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1901,4148,0 ハート調剤薬局 〒880-0052 0985-32-9219有限会社ハート調剤薬松尾　浩之 平 3. 9.17 薬局
     宮崎市丸山１丁目１５４番地 常　勤:    1局　代表取締役　松尾 現存
     (薬       1)　浩之 平24. 9.17
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2001,4149,8 まさき薬局 〒880-0805 0985-20-9400有限会社まさき薬局　矢田部　正弘 平 3.12. 1調剤 薬局
     宮崎市橘通東４丁目３番８号 常　勤:    1代表取締役　矢田部　 現存
     (薬       1)正弘 平27.12. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2101,4152,2 タカフジ薬局 〒880-0035 0985-28-1256有限会社タカフジ　代小田　真紀 平 4. 1. 1調剤 薬局
     宮崎市下北方町目後８９９ 常　勤:    3表取締役　安澤　幸重 現存
     (薬       3) 平28. 1. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2201,4155,5 あさひヶ丘薬局 〒880-0925 0985-54-0167賀来　美穂 賀来　美穂 平 4. 4. 1 薬局
     宮崎市大字本郷北方字高山２５２常　勤:    1 現存
     ０－４２ (薬       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2301,4158,9 たちばな薬局 〒880-0805 0985-32-3277株式会社プロフェッシ前田　博美 平 4. 7. 1 薬局
     宮崎市橘通東４丁目６番１８号 常　勤:    2ョナルファーマシーズ 現存
     (薬       2)　代表取締役　喜島　 平28. 7. 1
     非常勤:    1健一郎
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   2401,4159,7 すみよし調剤薬局 〒880-0121 0985-39-9377株式会社メディカル・播磨　陽子 平 4. 7. 1 薬局
     宮崎市大字島之内字井手下７２８常　勤:    1コーポレイト　代表取 現存
     ５番地 (薬       1)締役　河野　芳一 平28. 7. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2501,4162,1 あおき薬局 〒880-0841 0985-31-6440有限会社あおき薬局　矢田部　享介 平 4. 8. 1 薬局
     宮崎市吉村町江田原甲２６１番地常　勤:    2代表取締役　矢田部　 現存
     ３ (薬       2)享介 平28. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2601,4167,0 中村町薬局 〒880-0904 0985-54-4006有限会社中村町ファー松本　朱実 平 4.11. 1 薬局
     宮崎市中村東３丁目５－１４ 常　勤:    2マシー　代表取締役　 現存
     (薬       2)山口　由紀子 平28.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2701,4168,8 さくら薬局 〒880-0942 0985-52-6907有限会社イコマメディ生駒　和馬 平 4.12. 1 薬局
     宮崎市生目台東４丁目１８－６ 常　勤:    2カル　代表取締役　生 現存
     (薬       2)駒　俊明 平28.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2801,4173,8 一ツ葉会営薬局 〒880-0834 0985-24-7960一般社団法人宮崎市郡髙松　秀和 平 5. 6. 1 薬局
     宮崎市新別府町船戸７７３番１ 常　勤:    2薬剤師会　会長　宮本 新規 現存
     (薬       2)　圭一郎 平29. 6. 1
     非常勤:   26
     (薬      26)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2901,4175,3 誠調剤薬局 〒880-0045 0985-41-2722有限会社誠調剤薬局　斉藤　順子 平 5. 9.15 薬局
     宮崎市大字大瀬町字ニクマ２１７常　勤:    1代表取締役　山口　輝 新規 現存
     ６番５ (薬       1)秀 平29. 9.15
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3001,4177,9 十字薬局 〒889-2151 0985-58-3127有限会社フジメディカ濵松　明 平 5.10. 1 薬局
     宮崎市大字熊野正蓮寺１番地５ 常　勤:    2ル　取締役　佐藤　治 新規 現存
     (薬       2)清 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   3101,4178,7 有限会社岡元薬局 〒880-0011 0985-27-3223有限会社岡元薬局　代岡元　りえ子 平 5.10.15 薬局
     宮崎市上野町６番１８号 常　勤:    7表取締役　岡元　俊雄 新規 現存
     (薬       7) 平29.10.15
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3201,4182,9 有限会社すこやかファ〒880-0022 0985-28-0002有限会社すこやかファ宇都　秀一郎 平 6. 1. 2 薬局
     ーマシー 宮崎市大橋１丁目６６番地 常　勤:    4ーマシー　代表取締役 新規 現存
     (薬       4)　宇都　秀一郎 平30. 1. 2
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3301,4183,7 タカフジ薬局大塚店 〒880-0951 0985-48-1824有限会社タカフジ　代安藤　知子 平 6. 4. 1 薬局
     宮崎市大塚町権現昔７８１番地１常　勤:    5表取締役　安澤　幸重 新規 現存
     １ (薬       5) 平30. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3401,4184,5 有限会社あすなろ薬局〒880-0917 0985-54-8700有限会社あすなろ薬局渡邊　崇彦 平 6. 5. 1 薬局
     宮崎市城ケ崎３丁目２番地８ 常　勤:    2　代表取締役　野辺　 新規 現存
     (薬       2)裕司 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3501,4187,8 ヘルツ薬局 〒880-0932 0985-52-6222有限会社ヘルツ薬局　今井　誠 平 6. 6.15 薬局
     宮崎市大坪西１丁目１番地７ 常　勤:    3代表取締役　今井　誠 新規 現存
     (薬       3) 平30. 6.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3601,4193,6 東洋堂薬局 〒880-0035 0985-28-3412有限会社東洋堂薬局　佐藤　紀子 平 6.12. 1調剤 薬局
     宮崎市下北方町常盤元１０１０番常　勤:    1代表取締役　佐藤　紀 新規 現存
     地 (薬       1)子 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3701,4194,4 ひかり薬局 〒880-0824 0985-38-9185有限会社岡留調剤薬局松浦　吉孝 平 7. 1.15調剤 薬局
     宮崎市大島町国草１２５番地 常　勤:    1　代表取締役　岡留　 新規 現存
     (薬       1)康昌 平28. 1.15
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3801,4195,1 あおい薬局 〒880-0015 0985-24-2776有限会社あおい薬局　川越　智佳子 平 7. 5. 1 薬局
     宮崎市大工２丁目１０２番地２ 常　勤:    1代表取締役　川越　智 新規 現存
     (薬       1)佳子 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   3901,4196,9 有限会社大塚町薬局 〒880-0951 0985-53-3331有限会社大塚町薬局　川越　雅子 平 7. 5. 1 薬局
     宮崎市大塚町天神後２６５８番地常　勤:    2代表取締役　長船　克 交代 現存
     ６ (薬       2)彦 平28. 5. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4001,4201,7 オアシス薬局江平店 〒880-0052 0985-26-8567有限会社オアシス薬局平山　倫代 平 8. 2. 1 薬局
     宮崎市丸山２丁目１１６番地７ 常　勤:    2　取締役　平山　倫代 新規 現存
     (薬       2) 平29. 2. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4101,4202,5 みのり薬局 〒880-0121 0985-37-1008有限会社国富調剤薬局德永　博 平 8. 8.15他   薬局
     宮崎市大字島之内字永池９２１７常　勤:    2　代表取締役　德永　 新規 現存
     番１０７ (薬       2)博 平29. 8.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4201,4203,3 たよし薬局 〒880-0911 0985-59-5300有限会社　創栄　代表佐藤　向志朗 平 8.11. 1 薬局
     宮崎市大字田吉８２２番地５ 常　勤:    1取締役　青石　美恵子 新規 現存
     (薬       1) 平29.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4301,4204,1 瞳薬局 〒880-0930 0985-50-2220有限会社　瞳薬局　取黒木　芳弘 平 8.12. 1 薬局
     宮崎市花山手東１丁目２番地４号常　勤:    1締役　黒木　芳弘 新規 現存
     (薬       1) 平29.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4401,4206,6 すずらん薬局 〒880-0915 0985-53-9110有限会社　すずらん薬御上　一弘 平 9. 4.15 薬局
     宮崎市恒久南３丁目２３７番地１常　勤:    2局　代表取締役　御上 新規 現存
     (薬       2)　一弘 平30. 4.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4501,4208,2 もみの木薬局 〒880-0023 0985-20-8898有限会社ケイティーエ河野　恵 平 9. 5. 1 薬局
     宮崎市和知川原１丁目６１番地１常　勤:    2ムメディカル　代表取 新規 現存
     楓壱番館１０１号 (薬       2)締役　野邊　裕司 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4601,4212,4 塩路調剤薬局 〒880-0122 0985-39-8077株式会社テクノミック大笘　ひで美 平 9. 9.15 薬局
     宮崎市大字塩路２７８３番地８４常　勤:    4ス　代表取締役　久芳 新規 現存
     (薬       4)　嶸之 平24. 9.15
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   4701,4214,0 あじさい薬局 〒880-0921 0985-55-2512有限会社プロス　取締吉田　博文 平 9.12.15 薬局
     宮崎市本郷南方字石原２１０２－常　勤:    2役　吉田　博文 新規 現存
     ４ (薬       2) 平27.12.15
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4801,4216,5 会営薬局宮崎地区研修〒880-0006 0985-20-5001一般社団法人宮崎市郡南　慎一 平 9.12.24調剤 薬局
     センター 宮崎市千草町１１番４号 常　勤:    4薬剤師会　会長　宮本 新規 現存
     (薬       4)　圭一郎 平27.12.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4901,4217,3 つばさ薬局 〒889-2151 0985-55-3454有限会社　翔　代表取阿部　直美 平10. 2.16 薬局
     宮崎市大字熊野字正蓮寺４８２番常　勤:    2締役　阿部　一智 新規 現存
     地４ (薬       2) 平28. 2.16
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5001,4218,1 わかな薬局 〒880-0916 0985-59-6008有限会社くすりのさざ大山　晃司 平10. 7. 1 薬局
     宮崎市大字恒久９３５番地３サウ常　勤:    1んか　代表取締役　大 新規 現存
     スコート杉山１０５ (薬       1)山　晃司 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5101,4219,9 あかね薬局 〒880-0052 0985-31-1411有限会社新星　メディ久志本　正 平10. 7. 1 薬局
     宮崎市丸山１丁目１８１番地 常　勤:    1カル　代表取締役　平 新規 現存
     (薬       1)嶺　秀一 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5201,4224,9 あやめ薬局 〒880-0824 0985-22-4430有限会社くすのき薬局長坂　浩央 平11. 4. 1 薬局
     宮崎市大島町前田３４０番地２ 常　勤:    1　代表取締役　松村　 新規 現存
     (薬       1)仁 平29. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5301,4230,6 とみよし薬局 〒880-2114 0985-30-4566有限会社オフィス山田船ヶ山　彰子 平12. 1. 1 薬局
     宮崎市富吉２１３５番地３ 常　勤:    2　代表取締役　山田　 新規 現存
     (薬       2)益代 平30. 1. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   5401,4231,4 ファミリー調剤薬局 〒880-0941 0985-89-2090有限会社ファミリー薬永田　和裕 平12. 4. 1 薬局
     宮崎市北川内町乱橋３６１８番２常　勤:    1局　代表取締役　本田 新規 現存
     ０ (薬       1)　剛 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5501,4232,2 すみれ調剤薬局 〒880-0056 0985-20-0041有限会社神苑調剤薬局黒川　真弓 平12. 4. 1 薬局
     宮崎市神宮東３丁目２０５番地１常　勤:    1　代表取締役　黒川　 新規 現存
     (薬       1)進治 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5601,4233,0 堀川町薬局 〒880-0873 0985-24-6951有限会社健心　代表取高野　美幸 平12. 5. 1 薬局
     宮崎市堀川町１４５番地２ 常　勤:    1締役　大園　匡 新規 現存
     (薬       1) 平30. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5701,4235,5 瞳薬局　芳士店 〒880-0123 0985-39-9991有限会社　瞳薬局　代有留　健 平12.11. 6 薬局
     宮崎市大字芳士１０３６ー１マー常　勤:    1表取締役　黒木　芳弘 新規 現存
     ドレモーリ１０５号 (薬       1) 平30. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5801,4236,3 けやき薬局 〒880-0873 0985-35-8810有限会社　くすのき薬長友　智紀 平12.11. 1 薬局
     宮崎市堀川町１０２番地１外所ビ常　勤:    2局　代表取締役　松村 新規 現存
     ル (薬       2)　仁 平30. 6. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5901,4242,1 ひまわり薬局まなび野〒880-0925 0985-64-2522株式会社ひむかメディ廣本　拓也 平13.10.16 薬局
     店 宮崎市大字本郷北方字山崎３５８常　勤:    2カル　代表取締役　永 新規 現存
     ４ー４ (薬       2)田　寛之 平25.10.16
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6001,4246,2 ひまわり薬局生協病院〒880-0824 0985-83-2262株式会社ひむかメディ山田　貴明 平14. 3. 1他   薬局
     前店 宮崎市大島町天神前１１７２番 常　勤:    2カル　代表取締役　永 新規 現存
     (薬       2)田　寛之 平26. 3. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   6101,4248,8 吉村町薬局 〒880-0841 0985-83-2139有限会社　愛　心　代葛野　和人 平14. 4. 1他   薬局
     宮崎市吉村町北原甲１４１５番地常　勤:    2表取締役　大園　匡 新規 現存
     １ (薬       2) 平26. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6201,4250,4 ハロー薬局　住吉店 〒880-0121 0985-39-5520株式会社　アクシス　柳澤　浩一 平14. 5. 1調剤 薬局
     宮崎市大字島之内７３０９－５ 常　勤:    1代表取締役　芳野　直 新規 現存
     (薬       1)人 平26. 5. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6301,4252,0 あおば調剤薬局 〒880-0841 0985-27-5223有限会社　ショーズコ松元　雅顕 平14. 7. 1他   薬局
     宮崎市吉村町井手ノ中甲８１６－常　勤:    2ーポレーション　代表 新規 現存
     ２番 (薬       2)取締役　石原　詳子 平26. 7. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6401,4254,6 橘公園薬局 〒880-0865 0985-83-2944株式会社テクノミック芝　敬子 平14. 8. 1 薬局
     宮崎市松山２丁目２番３２号 常　勤:    3ス　代表取締役　久芳 新規 現存
     (薬       3)　嶸之 平26. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6501,4255,3 ひだか薬局　西一店 〒880-0001 0985-23-3636株式会社日高薬局　代日髙　雅博 平14. 9. 1他   薬局
     宮崎市橘通西１丁目５－３４ 常　勤:    2表取締役　日髙　雅博 新規 現存
     (薬       2) 平26. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6601,4256,1 そうごう薬局　池内店〒880-0041 0985-39-6071総合メディカル株式会田上　順隆 平14.11. 1他   薬局
     宮崎市池内町数太木１７６３番１常　勤:    2社　代表取締役　坂本 新規 現存
     (薬       2)　賢治 平26.11. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6701,4257,9 わかば薬局 〒880-0921 0985-55-2255有限会社ティ・アンド井上　猛 平14.11. 1他   薬局
     宮崎市大字本郷南方字辻原３９８常　勤:    1・エイ　代表取締役　 新規 現存
     ７番地２ (薬       1)井上　猛 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   6801,4258,7 日本調剤池内薬局 〒880-0041 0985-62-5581日本調剤株式会社　代今井　春介 平14.11. 1他   薬局
     宮崎市池内町数太木１７６５番地常　勤:    3表取締役　三津原　博 新規 現存
     (薬       3) 平26.11. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6901,4260,3 日本調剤高千穂通薬局〒880-0812 0985-83-3401日本調剤株式会社　代河野　蒼 平15. 1. 1他   薬局
     宮崎市高千穂通２丁目４番３４号常　勤:    1表取締役　三津原　博 新規 現存
     (薬       1) 平27. 1. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7001,4262,9 啓愛調剤薬局 〒880-0834 0985-23-6121有限会社　悠愛　代表井上　尚彦 平15. 3. 3他   薬局
     宮崎市新別府町植田８３７番地１常　勤:    2取締役　井上　尚彦 新規 現存
     (薬       2) 平27. 3. 3
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7101,4263,7 そうごう薬局　村角店〒880-0837 0985-35-8831総合メディカル株式会長澤　利奈 平15. 3. 1他   薬局
     宮崎市村角町北田１３３番２ 常　勤:    1社　代表取締役　坂本 新規 現存
     (薬       1)　賢治 平27. 3. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7201,4264,5 ハロー薬局　吉村店 〒880-0841 0985-61-3912株式会社　アクシス　椎葉　誠一 平15. 3. 1他   薬局
     宮崎市吉村町前田甲１２０４番２常　勤:    1代表取締役　芳野　直 新規 現存
     (薬       1)人 平27. 3. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7301,4266,0 創明薬局 〒880-0916 0985-50-6330有限会社　創明　代表永田　由美子 平15. 5. 1調剤 薬局
     宮崎市大字恒久１０３４番地４ 常　勤:    2取締役　浅田　義広 移動 現存
     (薬       2) 平27. 5. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7401,4267,8 薬局つばめファーマシ〒880-0916 0985-63-0282有限会社メディフェニ萩田　均司 平15. 6. 1調剤 薬局
     ー 宮崎市大字恒久字西原５０７３番常　勤:    1ックスコーポレーショ 新規 現存
     地 (薬       1)ン　代表取締役　萩田 平27. 6. 1
     非常勤:    2　均司
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   7501,4270,2 有限会社ライト薬局 〒880-2112 0985-47-9709有限会社ライト薬局　飯干　祐美 平15.10. 1調剤 薬局
     宮崎市大字小松１０９０番地１ 常　勤:    3代表取締役　大野　康 移動 現存
     (薬       3)邦 平27.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7601,4272,8 たちばな薬局旭通 〒880-0866 0985-24-6828株式会社プロフェッシ菓子野　三千代 平15.11. 1調剤 薬局
     宮崎市川原町４番８号 常　勤:    4ョナルファーマシーズ 移動 現存
     (薬       4)　代表取締役　喜島　 平27.11. 1
     非常勤:    7健一郎
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7701,4273,6 なごみ調剤薬局 〒880-0121 0985-36-3238有限会社なごみ調剤薬永井　啓太 平15.12. 1調剤 薬局
     宮崎市大字島之内６７２５番地５常　勤:    2局　代表取締役　島　 新規 現存
     (薬       2)和人 平27.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7801,4274,4 あいね薬局 〒880-0902 0985-52-6333エムエヌファーマシー野口　栄眞 平15.12. 1調剤 薬局
     宮崎市大淀４丁目２番２７号 常　勤:    1有限会社　取締役　亀 新規 現存
     (薬       1)田　尚子 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7901,4275,1 わかくさ薬局 〒880-2112 0985-62-3300有限会社新星メディカ重山　肇子 平15.12. 1調剤 薬局
     宮崎市大字小松字口ノ坪２８４０常　勤:    1ル　代表取締役　平嶺 新規 現存
     番４ (薬       1)　秀一 平27.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8001,4277,7 たちばな薬局きりしま〒880-0032 0985-28-3356株式会社プロフェッシ湯浅　ルミ子 平16. 1. 1調剤 薬局
     宮崎市霧島２丁目１３０番 常　勤:    3ョナルファーマシーズ 移動 現存
     (薬       3)　代表取締役　喜島　 平28. 1. 1
     非常勤:    4健一郎
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8101,4279,3 まき薬局 〒880-0841 0985-29-7300有限会社オフィス齋藤斎藤　万起 平16. 5.18 薬局
     宮崎市吉村町嶋田甲７３０番地４常　勤:    1　代表取締役　斎藤　 新規 現存
     (薬       1)万起 平28. 5.18
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   8201,4280,1 まなび野薬局 〒880-0929 0985-55-1177有限会社　まなび野薬小林　葉月 平16. 6. 1 薬局
     宮崎市まなび野２丁目３９番地６常　勤:    1局　代表取締役　増野 新規 現存
     (薬       1)　浩 平28. 6. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8301,4283,5 神宮西町薬局 〒880-0033 0985-35-1778有限会社オフィス山田木下　華子 平16.12. 1 薬局
     宮崎市神宮西２丁目７７番地 常　勤:    1　代表取締役　山田　 新規 現存
     (薬       1)益代 平28.12. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8401,4284,3 げんどう薬局 〒880-0927 0985-64-0560有限会社　ケーワイ商山平　辰幸 平17. 1. 1 薬局
     宮崎市源藤町葉山１９０番地１ 常　勤:    1事　代表取締役　八尋 新規 現存
     (薬       1)　睦子 平29. 1. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8501,4285,0 せんだん薬局 〒880-0036 0985-27-0068有限会社　くすのき薬近藤　大吾 平17. 3. 1 薬局
     宮崎市花ケ島町入道２１９７番４常　勤:    2局　代表取締役　松村 新規 現存
     (薬       2)　仁 平29. 3. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8601,4288,4 有限会社　本田調剤薬〒880-0021 0985-24-1755有限会社　本田調剤薬本田　ひとみ 平17. 4. 1 薬局
     局 宮崎市清水３丁目１番７号 常　勤:    1局　代表取締役　本田 組織変更 現存
     (薬       1)　ひとみ 平29. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8701,4292,6 パーム薬局 〒880-0824 0985-61-5752有限会社ファルマコン杉岡　秀一 平17. 6. 1 薬局
     宮崎市大島町原ノ前１４４５番２常　勤:    2フィデンス　代表取締 新規 現存
     ０７ (薬       2)役　杉岡　秀一 平29. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8801,4293,4 花山手あおば薬局 〒880-0933 0985-64-0535有限会社ショーズコー橋　淳 平17. 7. 4他   薬局
     宮崎市大坪町大坪４３１７－５ 常　勤:    1ポレーション　代表取 新規 現存
     (薬       1)締役　石原　詳子 平29. 7. 4
     非常勤:   14
     (薬      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   8901,4294,2 ハロー薬局　天神山店〒880-0908 0985-63-3472株式会社　アクシス　関屋　裕子 平17. 8. 1他   薬局
     宮崎市谷川一丁目７－１０ 常　勤:    1代表取締役　芳野　直 新規 現存
     (薬       1)人 平29. 8. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9001,4296,7 エリアおおつか薬局 〒880-0951 0985-63-5403有限会社　コーケン　道内　美帆 平17.10. 1 薬局
     宮崎市大塚町宮田２９３６－３ 常　勤:    1代表取締役　児玉　正 新規 現存
     (薬       1)二郎 平29.10. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9101,4297,5 マリン薬局　大塚店 〒880-0951 0985-63-4711有限会社メディカル・富樫　孝夫 平17.10. 1 薬局
     宮崎市大塚町原ノ前１５８０番地常　勤:    2アシスト　代表取締役 新規 現存
     ４ (薬       2)　富樫　孝夫 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9201,4301,5 みこと薬局 〒880-0835 0985-61-1780有限会社　心和　代表橋野　祥子 平17.12. 1 薬局
     宮崎市阿波岐原町堤添１０４３番常　勤:    1取締役　浅田　義広 新規 現存
     地３ (薬       1) 平29.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9301,4303,1 あとむ薬局 〒880-0211 0985-73-1354有限会社おおしげ薬局春田　昭彦 昭63.12. 1調剤 薬局
     宮崎市佐土原町下田島９１２２番常　勤:    3　代表取締役　春田　 現存
     地４ (薬       3)昭彦 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9401,4307,2 おおにし薬局 〒889-1702 0985-86-2233有限会社大西薬局　代大西　直 平 7.12. 1 薬局
     宮崎市田野町字大明神原乙９３５常　勤:    1表取締役　大西　直 新規 現存
     ３－７２ (薬       1) 平28.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9501,4308,0 三和薬局 〒880-0212 0985-72-2768有限会社　英和薬局　野中　裕子 平 8.12. 1 薬局
     宮崎市佐土原町下那珂２００４番常　勤:    1代表取締役社長　安田 新規 現存
     地２ (薬       1)　和代 平29.12. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9601,4310,6 なか調剤薬局 〒880-0303 0985-74-3410有限会社国富調剤薬局西村　智子 平10. 3. 1 薬局
     宮崎市佐土原町東上那珂字三反田常　勤:    2　代表取締役　德永　 新規 現存
     １４９５３－３ (薬       2)博 平28. 3. 1
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   9701,4311,4 下田島薬局 〒880-0211 0985-30-1151有限会社エンゼルファ柏木　さつき 平12. 1. 1 薬局
     宮崎市佐土原町下田島９４２２番常　勤:    1ーマシー　永倉　正子 新規 現存
     地 (薬       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9801,4313,0 あおぞら薬局　佐土原〒880-0303 0985-30-5880有限会社　広樹　代表清水　聡子 平13.11. 6 薬局
     店 宮崎市佐土原町東上那珂字馬場田常　勤:    2取締役　広瀬　寛幸 新規 現存
     １４８３６番３ (薬       2) 平25.11. 6
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9901,4316,3 有限会社なつみ薬局 〒880-0211 0985-62-7505有限会社なつみ薬局　野口　智歌子 平14.12. 2他   薬局
     宮崎市佐土原町下田島字袋２０２常　勤:    1代表取締役　野口　智 新規 現存
     ９０番地１４４ (薬       1)歌子 平26.12. 2
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10001,4317,1 あさひ町薬局 〒880-0211 0985-72-0221有限会社あさひ町薬局瀧　仁宏 平17. 9. 1 薬局
     宮崎市佐土原町下田島２０１１３常　勤:    1　代表取締役　野辺　 新規 現存
     番地２３号 (薬       1)博隆 平29. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10101,4318,9 まつこうじ薬局 〒880-0211 0985-72-0120有限会社　爽涼　代表町浦　弘文 平17.10. 1 薬局
     宮崎市佐土原町下田島字垂門２０常　勤:    1取締役　齊藤　万俊 新規 現存
     ０６３番３ (薬       1) 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10201,4319,7 田野中央薬局 〒889-1702 0985-55-7720有限会社　漢方のしが仕垣　栄一 平17.11. 1 薬局
     宮崎市田野町乙７６８９－３ 常　勤:    1き薬品　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)仕垣　清英 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10301,4320,5 高岡調剤薬局 〒880-2222 0985-82-4015有限会社エンゼルファ岡田　基司 平元.12. 1 薬局
     宮崎市高岡町五町３５３番地４ 常　勤:    1ーマシー　代表取締役 現存
     (薬       1)　井上　寿裕 平28.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  10401,4321,3 愛健調剤薬局 〒880-2211 0985-82-4797有限会社愛健　代表取佐伯　美沙子 平 4. 7.15 薬局
     宮崎市高岡町花見９４４番地４号常　勤:    1締役　後藤　克博 現存
     (薬       1) 平28. 7.15
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10501,4322,1 ひまわり薬局 〒880-0301 0985-74-0731株式会社ひむかメディ江原　秀二 平18. 6. 1他   薬局
     宮崎市佐土原町上田島８１７５－常　勤:    2カル　代表取締役　永 組織変更 現存
     ４ (薬       2)田　寛之 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10601,4323,9 テンダー薬局 〒880-0025 0985-31-0246株式会社ひむかメディ松元　貴久 平18. 6. 1他   薬局
     宮崎市中津瀬町２６－８ 常　勤:    1カル　代表取締役　永 組織変更 現存
     (薬       1)田　寛之 平30. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10701,4324,7 ひまわり薬局　広瀬店〒880-0211 0985-72-2236株式会社ひむかメディ永井　ふみ 平18. 6. 1他   薬局
     宮崎市佐土原町下田島１２３７５常　勤:    1カル　代表取締役　永 組織変更 現存
     －１ (薬       1)田　寛之 平30. 6. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10801,4325,4 あしたば調剤薬局 〒880-0852 0985-48-6677有限会社　ティ・アン井上　彰子 平18. 7. 3 薬局
     宮崎市高洲町２４４番１０８ 常　勤:    2ド・エイ　代表取締役 新規 現存
     (薬       2)　井上　猛 平24. 7. 3
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10901,4328,8 しもなか薬局 〒880-0212 0985-73-1271有限会社　あゆみ　代溝口　智亮 平18. 8. 1 薬局
     宮崎市佐土原町下那珂２６１４－常　勤:    1表取締役　溝口　智亮 交代 現存
     ４ (薬       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11001,4330,4 木の実薬局 〒880-0835 0985-48-8131有限会社　プロナビ　村田　和孝 平18.10. 1他   薬局
     宮崎市阿波岐原町竹割２０３５番常　勤:    2代表取締役　村田　和 新規 現存
     ３ (薬       2)孝 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11101,4331,2 ひまわり調剤薬局県病〒880-0006 0985-48-8920株式会社ひむかメディ鳥や尾　敦子 平18.10. 1他   薬局
     院前千草店 宮崎市千草町９９－３・１０２－常　勤:    1カル　代表取締役　永 新規 現存
     １ (薬       1)田　寛之 平24.10. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  11201,4332,0 平和台薬局 〒880-0035 0985-32-5567株式会社　ＴＳコーポ恒吉　英治 平18.11. 1 薬局
     宮崎市下北方町横小路５９２８番常　勤:    2レーション　代表取締 その他 現存
     地５６ (薬       2)役恒吉　英治 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11301,4333,8 あけぼの薬局 〒880-0841 0985-35-3005プレイン株式会社　代本田　詩織 平18.12. 1 薬局
     宮崎市吉村町北原甲１４０５番地常　勤:    1表取締役　原　一徳 新規 現存
     ３共栄ハイツ青葉１０２ (薬       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11401,4334,6 マリーズ薬局　広島通〒880-0806 0985-27-2073有限会社　江南調剤薬工藤　喜代美 平18.12. 1 薬局
     宮崎市広島２丁目３番７号 常　勤:    3局　代表取締役　田﨑 新規 現存
     (薬       3)　眞理子 平24.12. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11501,4335,3 なごみ薬局　東宮店 〒880-0921 0985-56-7100有限会社なごみ調剤薬鳥屋尾　淳 平18.12. 1 薬局
     宮崎市大字本郷南方字榎田２５４常　勤:    1局　代表取締役　島　 新規 現存
     ２番地４ (薬       1)和人 平24.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11601,4336,1 瞳薬局　花店 〒880-0939 0985-59-9991有限会社　瞳薬局　代長野　有美 平19. 1. 7他   薬局
     宮崎市花山手西１丁目６－３ 常　勤:    1表取締役　黒木　芳弘 新規 現存
     (薬       1) 平25. 1. 7
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11701,4337,9 漢方専門薬局宮崎厚仁〒880-0917 0985-50-9515宮崎厚仁堂有限会社　横山　知史 平19. 2. 1他   薬局
     堂 宮崎市城ケ崎３丁目１３－４ 常　勤:    1代表取締役　横山　知 新規 現存
     (薬       1)史 平29. 9. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11801,4339,5 そうごう薬局　大塚店〒880-0951 0985-63-0611総合メディカル株式会石川　裕規 平19. 3. 1他   薬局
     宮崎市大塚町樋ノ口１８８４番５常　勤:    1社　代表取締役　坂本 新規 現存
     (薬       1)　賢治 平25. 3. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11901,4340,3 昭和町薬局 〒880-0874 0985-65-5522株式会社　大平ファー河野　美姫 平19. 4. 1他   薬局
     宮崎市昭和町１９７番地１９ 常　勤:    2マシー　代表取締役　 新規 現存
     (薬       2)大平　信道 平25. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  12001,4341,1 会営ひがし薬局 〒880-0911 0985-55-2370一般社団法人宮崎市郡塚田　竜矢 平19. 4. 1他   薬局
     宮崎市大字田吉４９７７番地４０常　勤:    4薬剤師会　会長　宮本 交代 現存
     ３ (薬       4)　圭一郎 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12101,4342,9 えあろ薬局 〒880-0905 0985-64-0633エムエヌファーマシー亀田　明里 平19. 5. 1他   薬局
     宮崎市中村西３丁目５２番 常　勤:    1有限会社　代表取締役 新規 現存
     (薬       1)　亀田　尚子 平25. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12201,4343,7 ふるさと薬局 〒880-0824 0985-62-2377株式会社　メディカル肥後　誠一郎 平19. 5. 1他   薬局
     宮崎市大島町国草１５９番地３ 常　勤:    2・コーポレイト　代表 その他 現存
     (薬       2)取締役　河野　芳一 平25. 5. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12301,4345,2 クローバー薬局 〒880-0023 0985-65-5070市來　辰郎 市來　辰郎 平19. 5. 1他   薬局
     宮崎市和知川原２丁目１５ 常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平25. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12401,4346,0 桜ヶ丘薬局 〒880-0951 0985-62-3117株式会社　エバンジェ川越　実 平19. 6. 1他   薬局
     宮崎市大塚町無量寺道下３８－１常　勤:    1リスト　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)川越　実 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12501,4347,8 いこい調剤薬局 〒880-2105 0985-65-6151アイ株式会社　代表取岩切　崇 平19. 6. 1他   薬局
     宮崎市大塚台西１丁目１番地４２常　勤:    2締役　岩切　崇 新規 現存
     (薬       2) 平25. 6. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12601,4348,6 トモ薬局 〒880-0824 0985-22-7567株式会社　協和調剤薬長友　麻規子 平19. 6. 1他   薬局
     宮崎市大島町天神前１１６７番地常　勤:    4局　代表取締役　仁田 新規 現存
     ４ (薬       4)脇　雅之 平25. 6. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12701,4352,8 宮崎駅前薬局 〒880-0879 0985-61-5917合同会社　剛心　代表木﨑　朋子 平19.10.29他   薬局
     宮崎市宮崎駅東１丁目６－１２ 常　勤:    2社員　大園　匡 新規 現存
     (薬       2) 平25.10.29
     非常勤:    3
     (薬       3)
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  12801,4355,1 アイワ調剤薬局 〒880-0021 0985-26-1631株式会社　愛和　代表林　敏博 平20. 1. 1他   薬局
     宮崎市清水３丁目９番３１号 常　勤:    1取締役　牧田　千代 移動 現存
     (薬       1) 平26. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12901,4356,9 おおつぼ町薬局 〒880-0932 0985-55-1304有限会社　コーケン　山田　智子 平20. 2. 1 薬局
     宮崎市大坪町西六月２２０７－５常　勤:    1代表取締役　児玉　正 移動 現存
     (薬       1)二郎 平26. 2. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13001,4357,7 トロン薬局　花ケ島 〒880-0057 0985-65-6262有限会社　トロン薬局谷口　朗比 平20. 4. 1他   薬局
     宮崎市桜町４番地１６ 常　勤:    3　代表取締役　長船　 新規 現存
     (薬       3)克彦 平26. 4. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13101,4359,3 みなみ薬局 〒880-0916 0985-63-1631有限会社　タイカ商事矢野　久美 平20. 5. 1調剤 薬局
     宮崎市大字恒久９０７番地８ 常　勤:    4　代表取締役　山田　 移動 現存
     (薬       4)香奈江 平26. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13201,4361,9 本郷あおば薬局 〒880-0921 0985-63-9800有限会社　ショーズコ溝口　久登 平20. 6. 1他   薬局
     宮崎市大字本郷南方字榎田２４７常　勤:    2ーポレーション　代表 新規 現存
     ６－３ (薬       2)取締役　石原　詳子 平26. 6. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13301,4362,7 まなべる薬局 〒880-0929 67-6755 株式会社　高尾薬舗　實宗　丈浩 平20. 7. 1他   薬局
     宮崎市まなび野２丁目３７－８ 常　勤:    1代表取締役　髙尾　雅 新規 現存
     (薬       1)仁 平26. 7. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13401,4364,3 ほのか薬局 〒880-0925 0985-77-5100有限会社　あすなろ薬野邊　美那子 平21. 1. 1他   薬局
     宮崎市本郷北方字柳篭２７１１番常　勤:    4局　代表取締役　野邊 移動 現存
     地８ (薬       4)　裕司 平27. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  13501,4365,0 ちぐさ薬局 〒880-0002 0985-20-0016有限会社心和　代表取浅田　義広 平21. 4. 1調剤 薬局
     宮崎市中央通４番７号 常　勤:    1締役　浅田　義広 新規 現存
     (薬       1) 平27. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13601,4366,8 ひむか薬局柳丸店 〒880-0844 0985-73-8020株式会社ひむかメディ山本　智 平21. 4. 1調剤 薬局
     宮崎市柳丸町３１番９ 常　勤:    1カル　代表取締役　永 新規 現存
     (薬       1)田　寛之 平27. 4. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13701,4367,6 いるか薬局 〒880-0916 0985-73-8117有限会社プラス薬局　高橋　恭子 平21. 5. 1調剤 薬局
     宮崎市大字恒久５９８７の５ 常　勤:    1代表取締役　高橋　宏 新規 現存
     (薬       1)治 平27. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13801,4369,2 ミント薬局 〒880-0036 0985-64-8001株式会社レガーロ　代山本　万須美 平21. 7. 1調剤 薬局
     宮崎市花ケ島町小無田６４２－４常　勤:    1表取締役　山本　万須 新規 現存
     (薬       1)美 平27. 7. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13901,4370,0 はらまち薬局 〒880-0007 0985-31-5039有限会社　杏薬局　児児玉　小百合 平21.11.29調剤 薬局
     宮崎市原町８番２１号 常　勤:    2玉　小百合 移動 現存
     (薬       2) 平27.11.29
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14001,4371,8 ハロー薬局　大町店 〒880-0841 0985-74-8602株式会社アクシス　代有馬　康晴 平21.11.24調剤 薬局
     宮崎市吉村町大町甲１９３５番５常　勤:    1表取締役　芳野　直人 新規 現存
     (薬       1) 平27.11.24
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14101,4372,6 トモ薬局　和知川原店〒880-0023 0985-28-1186株式会社協和調剤薬局渡司　雅弘 平21.12.21調剤 薬局
     宮崎市和知川原３丁目７１番地 常　勤:    3　代表取締役　仁田脇 移動 現存
     (薬       3)　雅之 平27.12.21
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  14201,4374,2 かのう薬局 〒889-1607 0985-85-9234株式会社プロフェッシ梅原　博子 平 5. 4.15 薬局
     宮崎市清武町加納２丁目４１番２常　勤:    2ョナルファーマシーズ 現存
     (薬       2)　代表取締役　喜島　 平29. 4.15
     非常勤:    2健一郎
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14301,4375,9 ハート薬局 〒889-1607 0985-84-4678有限会社ハート薬局　上地　宏 平 8.10. 1 薬局
     宮崎市清武町加納２丁目５５番地常　勤:    2代表取締役　松尾　浩 現存
     １ (薬       2)之 平29.10. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14401,4376,7 あおぞら薬局 〒889-1613 0985-84-1900有限会社　広樹　代表矢川　雄太 平 9. 7. 1 薬局
     宮崎市清武町西新町１１番地１１常　勤:    2取締役　広瀬　寛幸 現存
     (薬       2) 平24. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14501,4377,5 会営薬局清武地区研修〒889-1601 0985-55-6256一般社団法人宮崎市郡小倉　理恵子 平11. 4. 1 薬局
     センター 宮崎市清武町木原横小路５３０４常　勤:    6薬剤師会　会長　宮本 現存
     番地１ (薬       6)　圭一郎 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14601,4378,3 松尾薬局 〒889-1604 0985-85-5585株式会社松尾薬局　代松尾　泰文 平13.12. 1 薬局
     宮崎市清武町船引１３６番地２ 常　勤:    2表取締役　松尾　泰文 現存
     (薬       2) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14701,4379,1 幸生堂薬局 〒889-1611 0985-84-3140有限会社　幸生堂　代中村　彰司 平15.11. 1調剤 薬局
     宮崎市清武町新町２丁目１番地９常　勤:    2表取締役　古林　俊二 現存
     (薬       2) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14801,4380,9 あおぞら薬局　岡店 〒889-1612 0985-64-3558有限会社　広樹　代表伯井　和彦 平16.12. 1 薬局
     宮崎市清武町岡１丁目１３番地８常　勤:    1取締役　広瀬　寛幸 その他 現存
     (薬       1) 平28.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14901,4383,3 池田台薬局 〒889-1605 0985-65-3075有限会社　広樹　代表濵田　洋彦 平21. 7. 1調剤 薬局
     宮崎市清武町加納甲１３３５番地常　勤:    2取締役　広瀬　寛幸 その他 現存
     １ (薬       2) 平27. 7. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  15001,4384,1 ハロー薬局清水店 〒880-0021 0985-82-8686株式会社アクシス　代河野　翔太 平22. 6. 1 薬局
     宮崎市清水１丁目２番１４号 常　勤:    1表取締役　芳野　直人 新規 現存
     (薬       1) 平28. 6. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15101,4385,8 サカイ藥局 〒880-0843 0985-23-3540堺　泰彦 堺　泰彦 平22. 6. 4 薬局
     宮崎市下原町２１６番地３ 常　勤:    1 交代 現存
     (薬       1) 平28. 6. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15201,4387,4 ひむか調剤薬局宮崎駅〒880-0812 0985-55-0613株式会社ひむかメディ岩下　昭彦 平22.10. 1 薬局
     前店 宮崎市高千穂通２丁目８番２１号常　勤:    1カル　代表取締役　永 新規 現存
     (薬       1)田　寛之 平28.10. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15301,4388,2 サンライズ薬局 〒880-0835 0985-65-3773株式会社メディカル伊野村　征司 平22.10. 1 薬局
     宮崎市阿波岐原町坂元２０１５番常　勤:    2藤　代表取締役　伊藤 新規 現存
     ２ (薬       2)　雄彦 平28.10. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15401,4389,0 よつば薬局 〒889-1608 0985-55-0699有限会社みずき薬局　谷山　哲也 平22.10. 1 薬局
     宮崎市清武町池田台北３４－４２常　勤:    1代表取締役　上別府　 新規 現存
     (薬       1)正悟 平28.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15501,4392,4 とも薬局霧島店 〒880-0032 0985-23-5066株式会社協和調剤薬局山脇　裕一郎 平22.12.21 薬局
     宮崎市霧島２丁目１２４番地 常　勤:    1　代表取締役　仁田脇 新規 現存
     (薬       1)　雅之 平28.12.21
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15601,4393,2 神宮薬局 〒880-0056 0985-60-2880株式会社　神宮薬局　川野　敏広 平23. 2. 1 薬局
     宮崎市神宮東２丁目１３番２６号常　勤:    2代表取締役　川野　敏 その他 現存
     (薬       2)広 平29. 2. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  15701,4394,0 ドラッグストアモリモ〒880-2222 0985-82-3017有限会社　森元薬品　森元　昭博 平23. 5. 1他   薬局
     ト調剤薬局 宮崎市高岡町五町２５５ 常　勤:    1代表取締役　森元直正 新規 現存
     (薬       1) 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15801,4395,7 とも薬局　青葉店 〒880-0879 0985-28-8895株式会社　協和調剤薬得能　辰大 平23. 5.16他   薬局
     宮崎市宮崎駅東３丁目８番地９ 常　勤:    4局　代表取締役　仁田 新規 現存
     (薬       4)脇　雅之 平29. 5.16
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15901,4396,5 そうごう薬局　恒久店〒880-0916 0985-50-2051総合メディカル株式会橋本　敏明 平23. 5. 1他   薬局
     宮崎市恒久５６５５番地－１ 常　勤:    1社　代表取締役　坂本 新規 現存
     (薬       1)　賢治 平29. 5. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16001,4399,9 ひむか薬局島之内店 〒880-0121 0985-83-0763株式会社ひむかメディ石田　芳孝 平23. 8. 1他   薬局
     宮崎市大字島之内字井手下７４０常　勤:    1カル　代表取締役　永 新規 現存
     １－３ (薬       1)田　寛之 平29. 8. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16101,4400,5 ひまわり薬局恒久店 〒880-0916 0985-89-0567株式会社ひむかメディ竹内　直人 平23. 9. 1他   薬局
     宮崎市大字恒久字山下５９４１番常　勤:    1カル　代表取締役　永 新規 現存
     ４ (薬       1)田　寛之 平29. 9. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16201,4403,9 三愛薬局 〒880-0951 0985-53-9144有限会社　島之内薬局渡邉　裕仁 平23.10. 1他   薬局
     宮崎市大塚町大迫南平４３９３番常　勤:    4　代表取締役　喜島　 移動 現存
     地 (薬       4)章二郎 平29.10. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16301,4404,7 とまと薬局 〒880-0921 0985-89-0050有限会社　まなび野薬奥野　真理子 平23.10. 1他   薬局
     宮崎市本郷南方２４７７番地１ 常　勤:    1局　代表取締役　増野 新規 現存
     (薬       1)　浩 平29.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  16401,4406,2 日本調剤宮大前薬局 〒889-1601 0985-55-6811日本調剤株式会社　代上運天　玲子 平24. 3. 1他   薬局
     宮崎市清武町木原５５８３－５ 常　勤:    3表取締役　三津原　博 新規 現存
     (薬       3) 平30. 3. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16501,4408,8 やました薬局　高岡店〒880-2224 0985-72-3366有限会社　やました薬友成　龍雄 平24. 4. 1他   薬局
     宮崎市高岡町飯田字前田２５０番常　勤:    1局　代表取締役　山下 新規 現存
     地２ (薬       1)　泰弘 平30. 4. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16601,4409,6 ファミリー調剤薬局北〒880-0941 0985-51-0261有限会社　ファミリー本田　剛 平24. 6. 1他   薬局
     川内 宮崎市北川内町乱橋３６２８番２常　勤:    4薬局　代表取締役　本 新規 現存
     (薬       4)田　剛 平30. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16701,4411,2 ふるさと薬局　佐土原〒880-0211 0985-64-9248株式会社メディカル・岩切　泰明 平24. 6. 1他   薬局
     店 宮崎市佐土原町下田島２１２１０常　勤:    1コーポレイト　代表取 新規 現存
     －１７ (薬       1)締役　河野　芳一 平30. 6. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16801,4412,0 あさひ調剤薬局 〒880-0916 0985-89-2300株式会社Ｎ＆Ｔファー桝田　希 平24. 9. 1他   薬局
     宮崎市大字恒久５８８８番地１ 常　勤:    1マ　代表取締役　藤井 新規 現存
     (薬       1)　規好 平24. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16901,4413,8 杉光薬局 〒880-2112 0985-75-0600株式会社杉光薬局　代杉光　珠未 平24.10. 1他   薬局
     宮崎市大字小松字町屋敷６６７－常　勤:    2表取締役　杉光　幸二 組織変更 現存
     ２ (薬       2) 平24.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17001,4414,6 薬局　ラベンダーファ〒880-0936 0985-83-0785株式会社ラベンダーフ金子　彩夏 平24.10. 1他   薬局
     ーマシー 宮崎市天満３丁目１－１１ 常　勤:    1ァーマシー　代表取締 新規 現存
     (薬       1)役　金子　彩夏 平24.10. 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［宮崎県］

［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    24 頁

  17101,4415,3 ひまわり高岡薬局 〒880-2212 0985-89-2688株式会社　ひまわり高福田　英明 平24.10. 1他   薬局
     宮崎市高岡町下倉永４２６番地１常　勤:    4岡薬局　代表取締役　 新規 現存
     (薬       4)長船　克彦 平24.10. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17201,4418,7 こまつ薬局 〒880-2112 0985-30-4350プレイン株式会社　代肥田木　由志子 平24.11. 1他   薬局
     宮崎市大字小松字森ノ元４８５番常　勤:    1表取締役　原　一徳 組織変更 現存
     地４ (薬       1) 平24.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17301,4419,5 なごみの杜薬局 〒880-0123 0985-55-0325プレイン株式会社　代飯盛　竜史 平24.11. 1他   薬局
     宮崎市大字芳士７３番地４ 常　勤:    2表取締役　原　一徳 組織変更 現存
     (薬       2) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17401,4420,3 ペンギン薬局 〒889-1607 0985-84-1211プレイン株式会社　代江連　直美 平24.11. 1他   薬局
     宮崎市清武町加納３丁目２５番地常　勤:    1表取締役　原　一徳 組織変更 現存
     ２ (薬       1) 平24.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17501,4421,1 このはな薬局 〒889-2151 0985-55-3085プレイン株式会社　代松浦　真由美 平24.11. 1他   薬局
     宮崎市大字熊野字正蓮寺４９番１常　勤:    1表取締役　原　一徳 新規 現存
     (薬       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17601,4422,9 有限会社松の実薬局　〒880-0034 0985-34-9746有限会社松の実薬局　西川　高史 平24.11. 1他   薬局
     平和台店 宮崎市矢の先町１２２－１　パー常　勤:    1代表取締役　上別府　 新規 現存
     クビル１階 (薬       1)正悟 平24.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17701,4423,7 二葉薬局　本郷 〒880-0921 0985-89-2226有限会社　二葉薬局　福森　真子 平25. 1.10他   薬局
     宮崎市大字本郷南方２５４５ー４常　勤:    1代表取締役　福森　一 新規 現存
     (薬       1)真 平25. 1.10
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17801,4424,5 結の杜薬局 〒880-0212 0985-78-0022株式会社　結の杜　代野口　芳秀 平25. 4. 1他   薬局
     宮崎市佐土原町下那珂３３５５番常　勤:    1表取締役　杜　和裕 新規 現存
     地５ (薬       1) 平25. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
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  17901,4425,2 ファーマライズ薬局　〒880-0003 0985-61-6255ファーマライズ株式会平島　辰彦 平25. 4. 1他   薬局
     宮崎店 宮崎市高松町１－１６ 常　勤:    2社　代表取締役　田仲 新規 現存
     (薬       2)　義弘 平25. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18001,4427,8 広島通りほうゆう薬局〒880-0806 0985-89-3982有限会社　朋友薬局　榎園　真 平25. 5. 7他   薬局
     宮崎市広島２丁目８番３０号　グ常　勤:    1代表取締役　榎園　勝 新規 現存
     リーンヒル広島通り１０１号 (薬       1) 平25. 5. 7
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18101,4432,8 みはな薬局 〒889-2151 0985-58-3027合同会社　みはな　代山元　貴博 平25. 9. 1調剤 薬局
     宮崎市大字熊野東正蓮寺１６７１常　勤:    1表社員　山元　貴博 交代 現存
     番地 (薬       1) 平25. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18201,4433,6 さつき調剤薬局 〒880-0924 0985-89-4716有限会社　神苑調剤薬黒川　進治 平25. 9. 1調剤 薬局
     宮崎市大字郡司分字樋掛甲１０６常　勤:    1局　代表取締役　黒川 新規 現存
     ９番４ (薬       1)　進治 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18301,4435,1 瓜生野薬局 〒880-0044 0985-69-0669有限会社　健心　代表勝亦　篤志 平25.10. 1調剤 薬局
     宮崎市大字瓜生野字長田２２８７常　勤:    1取締役　大園　匡 新規 現存
     番地１０８ (薬       1) 平25.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18401,4436,9 くどみ薬局 〒880-0921 0985-56-5120有限会社　心和　代表木山　允 平25.11. 1調剤 薬局
     宮崎市本郷南方石原２１０１番地常　勤:    2取締役　浅田　義広 移動 現存
     ３ (薬       2) 平25.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18501,4437,7 薬局エンゼルファーマ〒880-0806 0985-33-9985有限会社エンゼルファ永倉　正子 平26. 2. 1調剤 薬局
     シー広島店 宮崎市広島１丁目１－２２藤井ビ常　勤:    4ーマシー　代表取締役 新規 現存
     ル１階 (薬       4)　永倉　正子 平26. 2. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  18601,4438,5 サン薬局芳士店 〒880-0123 0985-36-3877有限会社　サン薬局　眞方　亮造 平26. 4. 1調剤 薬局
     宮崎市大字芳士字祝田１０７４番常　勤:    1代表取締役　奥田　弘 組織変更 現存
     地５ (薬       1)幸 平26. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18701,4439,3 カンナ薬局 〒880-0022 0985-41-7300有限会社すこやかファ時任　康弘 平26. 5. 1調剤 薬局
     宮崎市大橋１丁目６０番地１ 常　勤:    1ーマシー　代表取締役 新規 現存
     (薬       1)　宇都　秀一郎 平26. 5. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18801,4441,9 セラピス調剤薬局 〒889-1604 0985-89-5110株式会社　セラピス　尾﨑　正太 平26. 6. 1調剤 薬局
     宮崎市清武町船引字新川６３３番常　勤:    3代表取締役　山口　幸 新規 現存
     地３ (薬       3)弘 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18901,4442,7 スカイ薬局 〒880-0951 0985-55-0673有限会社　大塚町薬局小村　伸二 平26.10. 1調剤 薬局
     宮崎市大塚町西ノ原１３１７番地常　勤:    1　代表取締役　長船　 新規 現存
     ４ (薬       1)克彦 平26.10. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19001,4443,5 ファミリー調剤薬局　〒880-0951 0985-72-5100有限会社ファミリー薬鳥原　康彦 平26.10. 1調剤 薬局
     大塚店 宮崎市大塚町馬場崎３５２８番５常　勤:    1局　代表取締役　本田 新規 現存
     (薬       1)　剛 平26.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19101,4444,3 サン薬局　田野店 〒889-1703 0985-55-7605有限会社　サン薬局　深見　一智 平26.10. 1調剤 薬局
     宮崎市田野町あけぼの二丁目５番常　勤:    1代表取締役　奥田　弘 新規 現存
     地２ (薬       1)幸 平26.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19201,4445,0 そうごう薬局　北権現〒880-0823 0985-83-0551総合メディカル株式会山口　瞳 平26.10. 1調剤 薬局
     店 宮崎市北権現町２２１－１ 常　勤:    1社　代表取締役　坂本 新規 現存
     (薬       1)　賢治 平26.10. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19301,4446,8 ありす薬局 〒880-0041 0985-89-0056有限会社　プラス薬局工藤　通子 平27. 2. 6調剤 薬局
     宮崎市池内町８９９－７ 常　勤:    1　代表取締役　高橋　 新規 現存
     (薬       1)宏治 平27. 2. 6
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  19401,4447,6 マリーズ薬局下北方 〒880-0035 0985-89-5778有限会社　江平調剤薬津曲　正 平27. 2. 1調剤 薬局
     宮崎市下北方町島口８５２番地７常　勤:    2局　代表取締役　田﨑 新規 現存
     (薬       2)　眞理子 平27. 2. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19501,4448,4 広島通り薬局 〒880-0806 0985-73-8654株式会社テクノミック小田　たきみ 平27. 2. 1調剤 薬局
     宮崎市広島１丁目１７番３３号１常　勤:    1ス　代表取締役　久芳 新規 現存
     階 (薬       1)　嶸之 平27. 2. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19601,4449,2 サン薬局原町店 〒880-0007 0985-89-0626有限会社サン薬局　代山田　香緒里 平27. 3. 1調剤 薬局
     宮崎市原町６番３号オフィスビル常　勤:    1表取締役　奥田　弘幸 新規 現存
     　サンマリノ１０２号室 (薬       1) 平27. 3. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19701,4450,0 なぎさ薬局 〒880-0936 0985-89-5632有限会社翔　代表取締長友　学 平27. 4. 1調剤 薬局
     宮崎市天満１丁目１－９ 常　勤:    3役　阿部　一智 新規 現存
     (薬       3) 平27. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19801,4451,8 二葉薬局　松橋 〒880-0013 0985-75-0633株式会社スプラウト　佐藤　信介 平27. 4. 6調剤 薬局
     宮崎市松橋２丁目１番２３号 常　勤:    2代表取締役　福森　康 新規 現存
     (薬       2)郎 平27. 4. 6
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19901,4452,6 国武薬局　おおつか店〒880-0951 0985-54-4378有限会社ツェッペリン大木　伸一 平27. 5. 1調剤 薬局
     宮崎市大塚町大迫南平４４４８番常　勤:    2　代表取締役　國武　 新規 現存
     ４ (薬       2)真由美 平27. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20001,4453,4 みつばち薬局 〒880-0908 0985-71-1029株式会社四葉のクロー小室　康仁 平27. 8. 1調剤 薬局
     宮崎市谷川１丁目７－２３ 常　勤:    2バー　代表取締役　杉 新規 現存
     (薬       2)本　真彦 平27. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  20101,4454,2 はな薬局 〒880-2104 0985-71-1020有限会社はな薬局　代松山　幸平 平27. 8. 1調剤 薬局
     宮崎市大字浮田３３１３番１ 常　勤:    2表取締役　松山　平 新規 現存
     (薬       2) 平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20201,4455,9 そうごう薬局　大坪店〒880-0933 0985-82-8711総合メディカル株式会河野　史子 平27. 8. 1調剤 薬局
     宮崎市大坪町西六月２２１０－５常　勤:    1社　代表取締役　坂本 新規 現存
     (薬       1)　賢治 平27. 8. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20301,4457,5 まなべる薬局　加納バ〒880-0916 0985-77-4189株式会社髙尾薬舗　代髙尾　雅仁 平27. 9. 1調剤 薬局
     イパス店 宮崎市大字恒久字山下５９１４番常　勤:    2表取締役　髙尾　雅仁 新規 現存
     ５ (薬       2) 平27. 9. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20401,4458,3 シルク薬局 〒880-2112 0985-78-3435合同会社剛心　代表社平田　浩之 平27.10. 1調剤 薬局
     宮崎市大字小松字上川原１０９３常　勤:    1員　大園　匡 新規 現存
     －１ (薬       1) 平27.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20501,4459,1 マリーズ薬局　江平 〒880-0816 0985-27-7744有限会社江平調剤薬局矢野　栄子 平27.10. 1調剤 薬局
     宮崎市江平東１丁目４番３号 常　勤:    6　代表取締役　田﨑　 移動 現存
     (薬       6)眞理子 平27.10. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20601,4460,9 むらすみ薬局 〒880-0837 0985-29-6100株式会社メディカル・トンプソン　留美子 平27.11. 1調剤 薬局
     宮崎市村角町島ノ前１３３９－３常　勤:    1コーポレイト　代表取 組織変更 現存
     (薬       1)締役　河野　芳一 平27.11. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20701,4461,7 たの薬局 〒889-1702 0985-55-7311有限会社センバメディ杉山　雄一 平27.11. 1調剤 薬局
     宮崎市田野町乙７２１３－３ 常　勤:    2カル　代表取締役　仙 その他 現存
     (薬       2)波　幸男 平27.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20801,4462,5 佐藤調剤薬局 〒880-0913 0985-64-0322株式会社　ＴＹ薬局　吉田　乃梨 平28. 1. 1調剤 薬局
     宮崎市恒久五丁目１１番１８号 常　勤:    2代表取締役　原　一徳 新規 現存
     (薬       2) 平28. 1. 1
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  20901,4463,3 あじさい薬局東宮店 〒880-0924 0985-67-6262合同会社フェイス　代小坂　宣雄 平28. 2. 1調剤 薬局
     宮崎市郡司分甲１６００番地３ 常　勤:    1表社員　吉田　博文 新規 現存
     (薬       1) 平28. 2. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21001,4464,1 こじか調剤薬局江平東〒880-0816 0985-72-5553株式会社ＫＯＪＩＫＡ田邉　尚美 平28. 4. 1調剤 薬局
     店 宮崎市江平東１－１－１ 常　勤:    2　代表取締役　荒木　 新規 現存
     (薬       2)寛 平28. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21101,4465,8 結の杜薬局島之内 〒880-0121 0985-78-2822株式会社結の杜　代表興梠　美規子 平28. 5. 1調剤 薬局
     宮崎市大字島之内６７１５－１ 常　勤:    1取締役　杜　和裕 新規 現存
     (薬       1) 平28. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21201,4466,6 まなべる薬局　曽井城〒880-0916 0985-72-3789株式会社　髙尾薬舗　小出　恵理子 平28. 5. 1調剤 薬局
     下店 宮崎市大字恒久字寺ノ前６００９常　勤:    1代表取締役　髙尾　雅 新規 現存
     番１ (薬       1)仁 平28. 5. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21301,4467,4 ゆうわ薬局 〒880-0844 0985-62-0761株式会社　ＢＬＥＳＳ朝倉　康則 平28. 5. 1調剤 薬局
     宮崎市柳丸町２３８ 常　勤:    1　代表取締役　大津　 組織変更 現存
     (薬       1)久美子 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21401,4469,0 アイ調剤薬局 〒880-0904 0985-53-7798有限会社　アイ調剤薬高崎　博史 平28. 5. 1調剤 薬局
     宮崎市中村東２丁目１番２６号 常　勤:    3局　代表取締役　高崎 移動 現存
     (薬       3)　博史 平28. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21501,4470,8 井上薬局 〒880-2104 0985-62-3336有限会社　ＭＳＧ　代後藤　順 平28. 9.20調剤 薬局
     宮崎市大字浮田３１２４番地６ 常　勤:    1表取締役　坂下　裕之 移動 現存
     (薬       1) 平28. 9.20
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  21601,4471,6 ひむか薬局清武郵便局〒889-1604 0985-85-6168株式会社ひむかメディ河原　明宏 平28.11. 1調剤 薬局
     前店 宮崎市清武町大字船引２４０番地常　勤:    1カル　代表取締役　永 移動 現存
     ４ (薬       1)田　寛之 平28.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21701,4472,4 ハロー薬局　本郷店 〒880-0921 0985-67-5300株式会社アクシス　代和田　康子 平28.11. 1調剤 薬局
     宮崎市大字本郷南方４０４６番地常　勤:    1表取締役　芳野　直人 組織変更 現存
     ２ (薬       1) 平28.11. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21801,4474,0 すまいる薬局 〒880-0052 0985-55-0555株式会社すまいる薬局平吉　宏次 平28.11.14調剤 薬局
     宮崎市丸山１丁目２４－２　１階常　勤:    1　代表取締役　羽生　 移動 現存
     (薬       1)真 平28.11.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21901,4475,7 ファン薬局　宮崎医大〒889-1601 0985-89-5392株式会社ファンメディ久保田　雅昭 平28.11. 1調剤 薬局
     前 宮崎市清武町大字木原字長割６０常　勤:    1カル　代表取締役　脇 新規 現存
     ０９－１ (薬       1)田　稔夫 平28.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22001,4476,5 国武薬局 〒880-0904 0985-64-0172有限会社ツェッペリン兒玉　洋幸 平28.12. 1調剤 薬局
     宮崎市中村東２丁目４番１３号 常　勤:    1　代表取締役　國武　 移動 現存
     (薬       1)真由美 平28.12. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22101,4477,3 みんなの薬局 〒880-0951 0985-78-4189株式会社富信神みんな橋本　富恵 平29. 3. 1調剤 薬局
     宮崎市大塚町馬場崎３５２２－１常　勤:    1の薬局　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)橋本　富恵 平29. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22201,4478,1 くじら薬局 〒880-0211 0985-83-0300株式会社すまいる薬局黒木　義郎 平29. 3. 1調剤 薬局
     宮崎市佐土原町下田島字牟田ノ二常　勤:    1　代表取締役　羽生　 組織変更 現存
     １０４０１－５ (薬       1)真 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22301,4479,9 薬局メアリーズファー〒880-0845 0985-77-8686児玉　寛子 児玉　寛子 平29. 4. 1調剤 薬局
     マシー 宮崎市新城町２番地２ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  22401,4480,7 ゆう薬局 〒880-0837 0985-31-0480株式会社たにのきメデ谷之木　美希 平29. 4. 1調剤 薬局
     宮崎市村角町前畑４５３番１ 常　勤:    2ィカル　代表取締役　 新規 現存
     (薬       2)谷之木　朱美 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22501,4481,5 有限会社　松の実薬局〒880-0211 0985-73-6802有限会社　松の実薬局濱中　由佳 平29. 3.20調剤 薬局
     宮崎市佐土原町下田島９８１３番常　勤:    4　代表取締役　上別府 移動 現存
     地 (薬       4)　正悟 平29. 3.20
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22601,4482,3 ひむか薬局神宮店 〒880-0033 0985-31-7174株式会社ひむかメディ田河　一美 平29. 7. 1 薬局
     宮崎市神宮西一丁目３９番地２ 常　勤:    1カル　代表取締役　永 移動 現存
     (薬       1)田　寛之 平29. 7. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22701,4483,1 ゆうわ薬局橘店 〒880-0805 0985-78-6660株式会社ＢＬＥＳＳ　川邉　三峰 平29. 8. 8 薬局
     宮崎市橘通東５丁目２－１ 常　勤:    1代表取締役　大津久美 新規 現存
     (薬       1)子 平29. 8. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22801,4484,9 シティ薬局 〒880-0902 0985-51-1115有限会社愛心　代表取長友　繁 平29.10. 1 薬局
     宮崎市大淀四丁目６番２８号　宮常　勤:    1締役　大園　匡 新規 現存
     交シティ３Ｆ (薬       1) 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22901,4485,6 チェリー薬局 〒880-0942 0985-77-7377有限会社イコマメディ生駒　稔 平29.11. 1 薬局
     宮崎市生目台東４丁目６番地１ 常　勤:    1カル　代表取締役　生 新規 現存
     (薬       1)駒　俊明 平29.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23001,4486,4 じんぐうの杜薬局 〒880-0053 0985-89-2266株式会社ケイ＆アイ　野中　明美 平29.12. 1 薬局
     宮崎市神宮二丁目３番５号 常　勤:    1代表取締役　甲斐　理 組織変更 現存
     (薬       1)愛 平29.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23101,4487,2 めけあ薬局 〒880-0916 0985-67-6080有限会社プラス薬局　湯地　志保 平30. 2. 1調剤 薬局
     宮崎市大字恒久６００７番３ 常　勤:    2代表取締役　高橋　宏 新規 現存
     (薬       2)治 平30. 2. 1
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  23201,4488,0 源藤東ひなた薬局 〒880-0916 0985-41-8802株式会社テクノミック山下　由佳 平30. 3. 1 薬局
     宮崎市大字恒久１３８４－３ 常　勤:    1ス　代表取締役　久芳 新規 現存
     (薬       1)　嶸之 平30. 3. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23301,4489,8 てんとう虫薬局 〒880-0903 0985-77-7155株式会社四葉のクロー草場　めぐみ 平30. 4. 2調剤 薬局
     宮崎市太田４丁目１－６ 常　勤:    1バー　代表取締役　杉 新規 現存
     (薬       1)本　真彦 平30. 4. 2
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23401,4491,4 あおぞら薬局岡店 〒889-1612 0985-64-3558株式会社和晃　代表取伯井　和彦 平30. 6. 1 薬局
     宮崎市清武町岡一丁目１３番地８常　勤:    1締役　伯井　和彦 その他 現存
     (薬       1) 平30. 6. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23502,4021,7 有限会社坂口調剤薬局〒885-0051 0986-25-1298有限会社坂口調剤薬局坂口　貴久 昭53. 7. 1他   薬局
     都城市蔵原町９街区２１号 常　勤:    2　代表取締役　坂口　 現存
     (薬       2)貴久 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23602,4024,1 プリマリー薬局 〒885-0079 0986-24-3989株式会社基ファーマシ野口　正道 昭54. 1. 1 薬局
     都城市牟田町３街区１５号 常　勤:    3ー　代表取締役　長峯 現存
     (薬       3)　剛士 平30. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23702,4034,0 有限会社　薬研調剤薬〒885-0022 0986-22-3262有限会社薬研調剤薬局姉川　美紀 昭56. 4. 1 薬局
     局 都城市小松原町１１４１－８ 常　勤:    1　取締役　姉川　美紀 現存
     (薬       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23802,4050,6 調剤薬局くらはら 〒885-0051 0986-25-9955有限会社クラハラ薬品中嶋　亜樹 昭59. 9. 1 薬局
     都城市蔵原町６街区３６号 常　勤:    1　代表取締役　中嶋　 現存
     (薬       1)妙子 平29. 9. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  23902,4056,3 調剤薬局日研 〒885-0072 0986-24-8055株式会社日研　代表取池永　久美子 昭63. 8. 1 薬局
     都城市上町１２街区２８号 常　勤:    2締役　池永　久美子 現存
     (薬       2) 平24. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24002,4069,6 とよみつ調剤薬局 〒885-0043 0986-39-5622有限会社ケイエイ薬品迫田　功子 平 5. 7. 1他   薬局
     都城市豊満町８１７番地５ 常　勤:    1　取締役　迫田　功子 新規 現存
     (薬       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24102,4076,1 たかお薬局 〒885-0082 0986-25-8807有限会社　薬医　代表眞田　伸子 平 7. 6. 1 薬局
     都城市南鷹尾町１１街区３０号 常　勤:    2取締役　木村　高治 新規 現存
     (薬       2) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24202,4080,3 くげ薬局 〒885-0035 0986-21-3827くげ調剤薬局有限会社久家　利香子 平 8. 2.15 薬局
     都城市立野町５号３番地 常　勤:    1　代表取締役　久家　 新規 現存
     (薬       1)利香子 平29. 2.15
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24302,4081,1 有限会社フクシマ薬局〒885-0053 0986-26-6618有限会社フクシマ薬局福島　修 平 8. 2.15 薬局
     都城市上東町２８街区１０号 常　勤:    1　取締役　福島　修 新規 現存
     (薬       1) 平29. 2.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24402,4083,7 有限会社ケーアイ調剤〒885-0006 0986-38-2452有限会社ケーアイ調剤栗原　達則 平 8.11. 1 薬局
     薬局都城店 都城市吉尾町１１９番地１ 常　勤:    1薬局　代表取締役　門 新規 現存
     (薬       1)松　秀信 平29.11. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24502,4087,8 姫城薬局 〒885-0073 0986-25-3360有限会社　草野ファー草野　浩 平 9. 6. 1 薬局
     都城市姫城町１２街区６号 常　勤:    2マシー　草野　浩 組織変更 現存
     (薬       2) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24602,4094,4 アート薬局 〒885-0078 0986-21-8116有限会社アート　代表山本　直矢 平10. 6. 1 薬局
     都城市宮丸町３０１７－１４ 常　勤:    1取締役　山本　直矢 新規 現存
     (薬       1) 平28. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  24702,4095,1 かかりつけ薬局支援セ〒885-0019 0986-21-8200一般社団法人都城市北永﨑　一樹 平10. 7.15 薬局
     ンター 都城市祝吉三丁目１１番地１１ 常　勤:    3諸県郡薬剤師会　会長 新規 現存
     (薬       3)　野中　弘幸 平28. 7.15
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24802,4096,9 みどり薬局 〒885-0005 0986-27-5678有限会社サングリーン隈井　努 平10. 8.21 薬局
     都城市神之山町１９９４番地１ 常　勤:    2　代表取締役　隈井　 新規 現存
     (薬       2)努 平28. 8.21
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24902,4098,5 上町おおた薬局 〒885-0072 0986-21-8218有限会社大田ファーマ大田　裕文 平10.10.15 薬局
     都城市上町１５街区７号 常　勤:    1シー　代表取締役　大 新規 現存
     (薬       1)田　裕文 平28.10.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25002,4099,3 そうごう薬局たかお店〒885-0081 0986-21-5561総合メディカル株式会芳賀　邦彦 平11. 4. 1 薬局
     都城市鷹尾３丁目１０街区１０号常　勤:    2社　代表取締役　坂本 新規 現存
     (薬       2)　賢治 平29. 4. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25102,4100,9 かじや薬局牟田町店 〒885-0079 0986-26-5332有限会社カジヤメディ加冶屋　剛 平11. 6. 1 薬局
     都城市牟田町１０街区９号 常　勤:    1クス　代表取締役　加 組織変更 現存
     (薬       1)治屋　剛 平29. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25202,4101,7 いざき調剤薬局 〒885-0051 0986-26-2372有限会社猪﨑薬品　代猪﨑　勉 平11. 6. 1 薬局
     都城市蔵原町１街区７号 常　勤:    1表取締役　猪﨑　勉 移動 現存
     (薬       1) 平29. 6. 1
     非常勤:    3
     (医       1)
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25302,4106,6 友愛薬局 〒885-0081 0986-26-3787野口　博史 野口　博史 平12. 7. 1 薬局
     都城市鷹尾４丁目４街区１９号 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25402,4107,4 ハートフル薬局 〒885-0011 0986-46-4556有限会社　三和ファー野﨑　和緒 平12.11. 1 薬局
     都城市下川東４丁目１３号１３番常　勤:    4マシー　取締役　勢井 新規 現存
     ３ (薬       4)　昭広 平24.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
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  25502,4111,6 有限会社　ケーアイ調〒885-0006 0986-47-1024有限会社　ケーアイ調木野田　秀一 平13. 4. 1他   薬局
     剤薬局　吉尾店 都城市吉尾町６１１１番地４ 常　勤:    1剤薬局　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)門松　秀信 平25. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25602,4112,4 ひむか薬局　都城店 〒885-0004 0986-47-1510株式会社ひむかメディ奥野　和男 平13. 9. 1 薬局
     都城市都北町５７３３ー３ 常　勤:    1カル　代表取締役　永 新規 現存
     (薬       1)田　寛之 平25. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25702,4114,0 もちおさくら薬局 〒885-0092 0986-45-1203有限会社すばるファー細山田　浩修 平13.10. 1 薬局
     都城市南横市町８２７４番地３ 常　勤:    1マシー　取締役　清水 組織変更 現存
     (薬       1)　徹 平25.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25802,4116,5 わかば薬局 〒885-0053 0986-46-9580有限会社　グラム　代堂園　修作 平14. 2. 1 薬局
     都城市上東町１２街区１９号 常　勤:    5表取締役　落合　精三 新規 現存
     (薬       5) 平26. 2. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25902,4117,3 さわやか薬局 〒885-0037 0986-46-9720有限会社　三和ファー佐小田　孝子 平14. 5. 1調剤 薬局
     都城市花繰町１１街区８号 常　勤:    1マシー　取締役　勢井 新規 現存
     (薬       1)　昭広 平26. 5. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26002,4118,1 しびた薬局 〒885-0093 0986-46-1831有限会社　爽涼　代表廣永　喜徳 平14. 7. 1他   薬局
     都城市志比田町５４２７番地１５常　勤:    1取締役　齊藤　万俊 新規 現存
     (薬       1) 平26. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26102,4120,7 そうごう薬局　広原店〒885-0036 0986-46-1381総合メディカル株式会上池　剛史 平14. 8. 1 薬局
     都城市広原町６号１２番地５ 常　勤:    3社　代表取締役　坂本 新規 現存
     (薬       3)　賢治 平26. 8. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  26202,4121,5 つかさ薬局 〒885-0002 0986-46-7333有限会社三輪薬品　代竹中　誠司 平14.10. 1他   薬局
     都城市太郎坊町１９９１番地７ 常　勤:    3表取締役　竹中　誠司 新規 現存
     (薬       3) 平26.10. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26302,4122,3 そうごう薬局　志和池〒885-1103 0986-45-3171総合メディカル株式会多和田　一智 平14.10. 1他   薬局
     店 都城市上水流町２３４８番３ 常　勤:    1社　代表取締役　田代 新規 現存
     (薬       1)　五男 平26.10. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26402,4123,1 そうごう薬局　都原店〒885-0094 0986-24-2281総合メディカル株式会喜田川　雅輝 平15. 2. 1他   薬局
     都城市都原町２０－１６ 常　勤:    2社　代表取締役　坂本 新規 現存
     (薬       2)　賢治 平27. 2. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26502,4125,6 イオン薬局都城店 〒885-0055 0986-46-2240イオン九州株式会社　原口　陽一 平15. 5. 1調剤 薬局
     都城市早鈴町１９９０番地 常　勤:    3代表取締役　柴田　祐 新規 現存
     (薬       3)司 平27. 5. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26602,4126,4 沖水薬局 〒885-0002 0986-27-5633有限会社ファイン　代岩元　明 平15. 6. 1調剤 薬局
     都城市太郎坊町１５４７番地８ 常　勤:    1表取締役　岩元　明 交代 現存
     (薬       1) 平27. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26702,4127,2 オレンジ薬局 〒885-0071 0986-46-2125有限会社ケイエイ薬品松元　倫子 平15. 7. 1調剤 薬局
     都城市中町２６４７ 常　勤:    2　代表取締役　迫田　 新規 現存
     (薬       2)功子 平27. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26802,4129,8 エイト薬局 〒885-0075 0986-45-1560有限会社カジヤメディ丸田　政德 平16. 1. 1調剤 薬局
     都城市八幡町４街区１８号 常　勤:    1ックス　代表取締役　 交代 現存
     (薬       1)加治屋　剛 平28. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  26902,4130,6 きたはら薬局 〒885-0024 0986-46-2662有限会社　グラム　代岡本　真弓 平16. 3. 1 薬局
     都城市北原町２８街区１号 常　勤:    3表取締役　落合　精三 新規 現存
     (薬       3) 平28. 3. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27002,4133,0 ひまわり薬局都城上町〒885-0072 0986-45-0367株式会社　ひむかメデ奥田　弘幸 平17. 9. 1 薬局
     店 都城市上町９街区８号 常　勤:    2ィカル　代表取締役　 新規 現存
     (薬       2)永田　寛之 平29. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27102,4135,5 高城薬局 〒885-1202 0986-58-3040有限会社協薬　代表取野中　弘幸 昭61. 6. 1 薬局
     都城市高城町穂満坊３２１５の２常　勤:    2締役　野中　弘幸 現存
     (薬       2) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27202,4136,3 グリーン薬局 〒885-1202 0986-58-2726有限会社グリーンメデ津留﨑　典子 昭63. 3.15 薬局
     都城市高城町穂満坊７９２番地１常　勤:    1ィカル　代表取締役　 現存
     (薬       1)都甲　和幸 平30. 3.15
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27302,4138,9 そうごう薬局　山田店〒889-4601 0986-45-6121総合メディカル株式会吉岡　利恵 平13.10. 1 薬局
     都城市山田町山田４３０７番地５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:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27402,4141,3 東原薬局 〒889-4602 0986-29-4023有限会社　薬医　代表戸髙　早苗 平18. 4. 1他   薬局
     都城市山田町中霧島字東原３３７常　勤:    1取締役　木村　高治 交代 現存
     ０番地２ (薬       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27502,4145,4 キャロット薬局 〒885-0094 0986-51-5678有限会社　なのはな調山内　一寿 平19. 5. 1他   薬局
     都城市都原町８１４５番６ 常　勤:    2剤薬局　代表取締役　 新規 現存
     (薬       2)濱田　浩之 平25. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  27602,4149,6 ふれあい薬局　庄内店〒885-0114 0986-37-3750株式会社　ノベファー田中　孝明 平20. 9. 1他   薬局
     都城市庄内町７９８１番地１１ 常　勤:    2マシー　代表取締役　 組織変更 現存
     (薬       2)野邊　忠浩 平26. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27702,4151,2 ふれあい薬局　川東店〒885-0012 0986-24-5775株式会社　ノベファー野口　正智 平20.12. 1他   薬局
     都城市上川東２丁目２号８番７ 常　勤:    2マシー　代表取締役　 新規 現存
     (薬       2)野邊　忠浩 平26.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27802,4152,0 トロン薬局年見 〒885-0017 0986-51-8282有限会社トロン薬局　長友　俊一 平21. 2. 1他   薬局
     都城市年見町２４号４番地 常　勤:    2代表取締役　長船　克 新規 現存
     (薬       2)彦 平27. 2. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27902,4153,8 さくら調剤薬局　都城〒885-0026 0986-46-5307アドバンス株式会社　伊木　直子 平21. 3. 1他   薬局
     店 都城市大王町２６街区１５号 常　勤:    3代表取締役　齋藤　健 移動 現存
     (薬       3) 平27. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28002,4154,6 マリンバ調剤薬局　姫〒885-0073 0986-36-4550株式会社サティスファ津曲　美智子 平21. 5. 1調剤 薬局
     城店 都城市姫城町５街区５号 常　勤:    1ーマ　小倉　義広 新規 現存
     (薬       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28102,4155,3 東町薬局 〒885-0052 0986-25-6665有限会社興和　代表取田代　和久 平21. 5.18調剤 薬局
     都城市東町１１－３１－１ 常　勤:    2締役　田代　和久 移動 現存
     (薬       2) 平27. 5.18
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28202,4156,1 あい薬局上町店 〒885-0072 0986-21-1077有限会社落合調剤薬局吉見　峰明 平21. 7. 1調剤 薬局
     都城市上町１０街区６号 常　勤:    1　代表取締役　落合　 新規 現存
     (薬       1)精三 平27. 7. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28302,4157,9 前田町　椎の木薬局 〒885-0025 0986-36-4223有限会社　にしめら調新増　啓 平21. 9. 1調剤 薬局
     都城市前田町６－１９ 常　勤:    1剤薬局　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)細谷　竜太 平27. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
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  28402,4158,7 株式会社サクラ薬局 〒885-0035 0986-45-1006株式会社サクラ薬局　海老原　允 平22. 2. 1 薬局
     都城市立野町３６４６番地１３ 常　勤:    2代表取締役　海老原　 新規 現存
     (薬       2)允 平28. 2. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28502,4159,5 トロン薬局 〒885-0017 0986-21-0417有限会社トロン薬局　小野　栄一郎 平22. 3. 1 薬局
     都城市年見町２３号２番地 常　勤:    2代表取締役　長船　克 移動 現存
     (薬       2)彦 平28. 3. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28602,4160,3 チェロ調剤薬局 〒885-0012 0986-46-3425有限会社　ＭＳＧ　代濱尾　麻貴 平22. 9. 1 薬局
     都城市上川東二丁目６号６番２ 常　勤:    1表取締役　坂下　裕之 移動 現存
     (薬       1) 平28. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28702,4161,1 そうごう薬局たかお南〒885-0083 0986-46-3901総合メディカル株式会瀬分　俊二 平22.11. 1 薬局
     店 都城市都島町５２４番地６ 常　勤:    1社　代表取締役　坂本 新規 現存
     (薬       1)　賢治 平28.11. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28802,4162,9 すずかけ薬局 〒885-1103 0986-36-3550株式会社文珠　代表取隈元　龍子 平23. 1. 1 薬局
     都城市上水流町２２９７番地１ 常　勤:    2締役　隈元　龍子 移動 現存
     (薬       2) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28902,4164,5 サンライト薬局　川東〒885-0011 0986-80-4310株式会社アスパル　代榮　彰一郎 平24. 5. 1他   薬局
     店 都城市下川東二丁目１２号２番地常　勤:    4表取締役　濱田　浩之 新規 現存
     (薬       4) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29002,4165,2 みやこ薬局 〒885-0004 0986-46-7175有限会社　リョウコウ原田　正一 平24. 5. 1他   薬局
     都城市都北町３６２３番１ 常　勤:    1　取締役　飯野　房子 移動 現存
     (薬       1) 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  29102,4166,0 ひゅうが薬局 〒885-0037 0986-46-0561株式会社　日向薬局　岸本　理恵 平24. 6. 1他   薬局
     都城市花繰町６街区１９ 常　勤:    3代表取締役　中村　敬 新規 現存
     (薬       3)夫 平30. 6. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29202,4167,8 サンエイ薬局 〒885-0023 0986-22-2364アイリスファーマシー髙﨑　淑子 平24. 7.15他   薬局
     都城市栄町１４号１番 常　勤:    2株式会社　代表取締役 移動 現存
     (薬       2)　髙﨑　淑子 平24. 7.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29302,4169,4 すみれ薬局 〒885-0001 0986-46-7334プレイン株式会社　代杉﨑　聡 平24.11. 1他   薬局
     都城市金田町２２６０番６ 常　勤:    1表取締役　原　一徳 組織変更 現存
     (薬       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29402,4170,2 ハートハンズ薬局 〒885-0086 0986-45-0977株式会社ハートハンズ田中　公博 平25. 4. 1他   薬局
     都城市久保原町９街区４２号 常　勤:    2　代表取締役　田中　 新規 現存
     (薬       2)公博 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29502,4171,0 ファン薬局　都城病院〒885-0019 0986-46-5335株式会社　ファンメデ山元　祥惠 平25. 5. 1他   薬局
     前 都城市祝吉３丁目１２－１５ 常　勤:    1ィカル　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)脇田稔夫 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29602,4172,8 そうごう薬局　上川東〒885-0012 0986-36-6801総合メディカル株式会堀　絢一朗 平25.10. 1調剤 薬局
     店 都城市上川東１丁目２７－６－２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:   13
     (薬      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29702,4173,6 サン調剤薬局蔵原店 〒885-0051 0986-51-6611有限会社　サン薬局　椎　雄一 平26. 4. 1調剤 薬局
     都城市蔵原町１０街区２２－１号常　勤:    1代表取締役　奥田　弘 組織変更 現存
     (薬       1)幸 平26. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29802,4174,4 サン薬局久保原店 〒885-0086 0986-36-4407有限会社サン薬局　代岩﨑　綾香 平26. 5. 1調剤 薬局
     都城市久保原２０６０番９ 常　勤:    1表取締役　奥田　弘幸 新規 現存
     (薬       1) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29902,4175,1 いわよし薬局 〒885-0015 0986-36-6104有限会社　爽涼　代表大橋　仁 平26. 9. 1調剤 薬局
     都城市千町５２６８番地２ 常　勤:    1取締役　齊藤　万俊 新規 現存
     (薬       1) 平26. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
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  30002,4176,9 ハロー薬局牟田町店 〒885-0079 0986-51-8600株式会社アクシス　代森屋　佳奈 平26. 9. 1調剤 薬局
     都城市牟田町２８街区５号 常　勤:    1表取締役　芳野　直人 新規 現存
     (薬       1) 平26. 9. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30102,4177,7 はやみず薬局 〒885-0016 0986-36-6811株式会社テクノミック前田　雅善 平27. 3. 1調剤 薬局
     都城市早水町４５０３－１４３ 常　勤:    3ス　代表取締役　久芳 組織変更 現存
     (薬       3)　嶸之 平27. 3. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30202,4178,5 古川調剤薬局 〒885-0051 0986-23-7310株式会社さくらホスメ西井　克子 平27. 4. 1調剤 薬局
     都城市蔵原町４街区２５号 常　勤:    3ディカル　代表取締役 組織変更 現存
     (薬       3)　津田　かおり 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30302,4180,1 ひまわり薬局 〒885-0093 0986-25-0140株式会社ジャストシャ中津留　敏裕 平27. 9. 1調剤 薬局
     都城市志比田町４９０７番地３ 常　勤:    1イン　代表取締役　中 組織変更 現存
     (薬       1)津留　敏裕 平27. 9. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30402,4181,9 妻ヶ丘薬局 〒885-0033 0986-51-6900株式会社サンライフ　吉村　拓 平27.11. 1調剤 薬局
     都城市妻ケ丘町１８街区１１号 常　勤:    2代表取締役　落合　晋 新規 現存
     (薬       2)介 平27.11. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30502,4182,7 都北町薬局 〒885-0004 0986-38-5114株式会社サンライフ　内山　浩子 平27.12. 1調剤 薬局
     都城市都北町６４４８－２ 常　勤:    3代表取締役　落合　晋 組織変更 現存
     (薬       3)介 平27.12. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30602,4183,5 とまと薬局　都城店 〒885-0082 0986-46-5611株式会社グローイング芳田　大作 平28. 4. 1調剤 薬局
     都城市南鷹尾町２４街区３号 常　勤:    6　代表取締役　小笹　 新規 現存
     (薬       6)忠彦 平28. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  30702,4184,3 セイシェル薬局　都城〒885-0077 0986-36-7373有限会社三和ファーマ土橋　真吾 平28. 6. 1調剤 薬局
     都城市松元町２街区１３号 常　勤:    1シー　代表取締役　勢 新規 現存
     (薬       1)井　昭広 平28. 6. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30802,4185,0 みんなの薬局都城 〒885-0024 0986-57-7868ＣＡＮ　ＮＯＷ株式会井阪　晴也 平28.11. 1調剤 薬局
     都城市北原町２７街区２０号 常　勤:    1社　代表取締役　竹中 新規 現存
     (薬       1)　香織 平28.11. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30902,4186,8 中原町薬局 〒885-0032 0986-25-8686株式会社サンライフ　中山　光彦 平28.12. 1調剤 薬局
     都城市中原町４１－５ 常　勤:    2代表取締役　落合　晋 組織変更 現存
     (薬       2)介 平28.12. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31002,4187,6 ウエスト薬局 〒885-0094 0986-22-9088有限会社エンダイ　代中川　久美子 平29. 3. 1調剤 薬局
     都城市都原町８１４８番地３ 常　勤:    2表取締役　中川　久美 組織変更 現存
     (薬       2)子 平29. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31102,4188,4 アウルズ薬局　東町店〒885-0052 0986-51-8010株式会社　悠星ファー甲斐　洋道 平29. 4. 1調剤 薬局
     都城市東町９街区２７号 常　勤:    1マ　代表取締役　甲斐 新規 現存
     (薬       1)　洋道 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31202,4189,2 有限会社　リブ薬局 〒885-0044 0986-39-2230有限会社　リブ薬局　田代　久也 平29. 5. 1 薬局
     都城市安久町５６番地１ 常　勤:    1代表取締役　田代　久 移動 現存
     (薬       1)也 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31302,4191,8 アンジュ薬局 〒885-0021 0986-36-4030株式会社サンフラワー中村　隆介 平29. 9.19 薬局
     都城市平江町５街区１２号 常　勤:    1　代表取締役　中村　 新規 現存
     (薬       1)隆介 平29. 9.19
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  31403,4003,3 合資会社延岡薬局 〒882-0845 0982-32-2532合資会社延岡薬局　代佐々木　佳重 昭41.10.26 薬局
     延岡市安賀多町１丁目４番地１０常　勤:    2表社員　佐々木　佳重 現存
     (薬       2) 平29.10.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31503,4018,1 佐藤幹薬局 〒882-0813 0982-33-3320有限会社佐藤幹薬局　佐藤　英樹 昭50. 5.15 薬局
     延岡市東本小路１３２番地 常　勤:    1代表取締役　黒木　慎 現存
     (薬       1)也 平29. 5.15
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31603,4030,6 佐藤調剤薬局 〒882-0031 0982-21-1156有限会社佐藤幹薬局　白石　和也 昭53. 7. 1他   薬局
     延岡市中川原町３丁目３６番地 常　勤:    7代表取締役　黒木　慎 現存
     (薬       7)也 平29. 7. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31703,4056,1 有限会社平和堂調剤薬〒882-0866 0982-32-0246有限会社平和堂調剤薬戸井田　富夫 昭63. 5. 2 薬局
     局 延岡市平原町３丁目１３０１番地常　勤:    4局　代表取締役　戸井 現存
     (薬       4)田　富夫 平30. 5. 2
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31803,4069,4 有限会社小宮調剤薬局〒882-0866 0982-21-5970有限会社小宮調剤薬局小宮　悦子 平 4. 1. 1調剤 薬局
     延岡市平原町１丁目１０１０－２常　勤:    1　代表取締役　小宮　 現存
     (薬       1)悦子 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31903,4072,8 つばき薬局 〒882-0833 0982-22-9756有限会社つばき薬局　川越　良幸 平 5. 3.15 薬局
     延岡市上大瀬町３番地６ 常　勤:    1代表取締役　川越　良 新規 現存
     (薬       1)幸 平29. 3.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32003,4076,9 緑ケ丘薬局 〒882-0863 0982-33-2020有限会社真心　代表取中川　直美 平 6. 1. 4 薬局
     延岡市緑ケ丘３丁目４番６号 常　勤:    1締役　甲斐　尚之 新規 現存
     (薬       1) 平30. 1. 4
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32103,4082,7 やすらぎ漢方堂薬局 〒882-0803 0982-35-5689吉田　仁 吉田　仁 平 8. 4. 1 薬局
     延岡市大貫町３丁目１２０４－２常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
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  32203,4086,8 西高通り調剤薬局 〒882-0803 0982-34-3222有限会社　季彰　代表本部　武彦 平 9. 6. 1 薬局
     延岡市大貫町４丁目１３３８番３常　勤:    2取締役　倉沢　克樹 新規 現存
     (薬       2) 平30. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32303,4088,4 ハラダ調剤薬局愛宕店〒882-0872 0982-31-4152有限会社共栄調剤薬局和氣　貴 平 9.10. 1他   薬局
     延岡市愛宕町３丁目１７０番地 常　勤:    1　代表取締役　原田　 新規 現存
     (薬       1)朋保 平24.10. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32403,4089,2 ひらばる調剤薬局 〒882-0866 0982-34-5016有限会社平原調剤薬局工藤　美穂 平 9.11. 1 薬局
     延岡市平原町１丁目２７０番地１常　勤:    1　代表取締役　米田　 新規 現存
     (薬       1)稔 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32503,4092,6 ハラダ調剤薬局高千穂〒882-0042 0982-34-6153株式会社　ハラダ　代原田　安隆 平10. 2. 1 薬局
     通店 延岡市高千穂通５番６ 常　勤:    2表取締役　原田　安隆 交代 現存
     (薬       2) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32603,4093,4 平和堂調剤薬局南店 〒882-0866 0982-32-8277有限会社　平和堂調剤富永　竜彦 平10. 4. 1 薬局
     延岡市平原町１丁目１３９０番地常　勤:    3薬局　代表取締役　戸 新規 現存
     ２ (薬       3)井田　富夫 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32703,4095,9 有限会社丘の上薬局　〒882-0837 0982-31-6039有限会社　丘の上薬局佐藤　幸利 平10. 7. 1 薬局
     古城店 延岡市古城町４丁目１４２番地 常　勤:    3　代表取締役　吉田　 新規 現存
     (薬       3)武史 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32803,4096,7 ハラダ調剤薬局　出北〒882-0856 0982-32-0644有限会社共栄調剤薬局米満　隼人 平10. 7. 1 薬局
     店 延岡市出北５丁目１１番地９ 常　勤:    2　代表取締役　原田　 新規 現存
     (薬       2)朋保 平28. 7. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32903,4097,5 すみれ薬局 〒882-0856 0982-21-4447有限会社小川薬局　取園田　愛子 平10.11. 1 薬局
     延岡市出北１丁目３２番９号 常　勤:    1締役　小川　圭子 新規 現存
     (薬       1) 平28.11. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  33003,4098,3 メディカル薬局大門店〒882-0027 0982-26-8330有限会社メディカルケ小谷　直輔 平11. 7. 2 薬局
     延岡市大門町２１８番地２ 常　勤:    2ア　取締役　梶本　九 新規 現存
     (薬       2)州男 平29. 7. 2
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33103,4099,1 しろやま調剤薬局 〒882-0812 0982-26-8801有限会社ふじファーマ矢野　理映子 平11. 9. 1 薬局
     延岡市本小路９１番地２０ 常　勤:    1シー　代表取締役　小 新規 現存
     (薬       1)山　明俊 平29. 9. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33203,4100,7 延岡医薬分業支援セン〒882-0841 0982-26-8530一般社団法人　延岡市加藤　宏通 平11.10. 1 薬局
     ター 延岡市大瀬町３丁目５番地９号 常　勤:    3西臼杵郡薬剤師会　会 新規 現存
     (薬       3)長　田中　俊一 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33303,4102,3 ハラダ調剤薬局惣領店〒882-0857 0982-26-9303有限会社共栄調剤薬局星川　亮 平12. 4. 1 薬局
     延岡市惣領町１２９番地１ 常　勤:    1　代表取締役　原田　 新規 現存
     (薬       1)朋保 平30. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33403,4103,1 ハラダ調剤薬局伊形店〒889-0503 0982-24-1651有限会社共栄調剤薬局山本　一代 平12. 4. 1 薬局
     延岡市伊形町５２１６番地７ 常　勤:    2　代表取締役　原田　 新規 現存
     (薬       2)朋保 平30. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33503,4106,4 ハラダ調剤薬局　柳沢〒882-0815 0982-21-8520有限会社共栄調剤薬局石橋　直一郎 平13. 4.16他   薬局
     店 延岡市柳沢町２丁目３番地２ 常　勤:    1　代表取締役　原田　 新規 現存
     (薬       1)朋保 平25. 4.16
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33603,4107,2 有限会社　丘の上薬局〒882-0035 0982-26-5466有限会社丘の上薬局　伊藤　久美 平13. 4. 2他   薬局
     　日の出店 延岡市日の出町１丁目１２ー３ 常　勤:    1代表取締役　吉田　武 新規 現存
     (薬       1)史 平25. 4. 2
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  33703,4108,0 おおさきＹＯＵ薬局 〒882-0005 0982-28-2213有限会社ドラッグ大﨑大崎　光恭 平13. 5. 1他   薬局
     延岡市夏田町３８４ー１ 常　勤:    2　代表取締役　大﨑　 新規 現存
     (薬       2)光恭 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33803,4111,4 みずほ薬局 〒882-0017 0982-28-6117有限会社　メディカル小山　裕也 平13. 9. 1 薬局
     延岡市川島町１６４５番１ 常　勤:    2ケア　取締役　梶本　 新規 現存
     (薬       2)九州男 平25. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33903,4112,2 きりん薬局 〒882-0044 0982-21-5768有限会社メディカルケ小川　圭子 平13.10. 1 薬局
     延岡市博労町２番地２３ 常　勤:    1ア小川　取締役　小川 移動 現存
     (薬       1)　圭子 平25.10. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34003,4113,0 合資会社宇野薬局 〒882-0053 0982-32-2886合資会社　宇野薬局　宇野　ヒロ子 平13.11. 1 薬局
     延岡市幸町３丁目３番地 常　勤:    1代表社員　宇野嘉紘 移動 現存
     (薬       1) 平25.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34103,4115,5 ハロー薬局　大貫店 〒882-0803 0982-26-5380株式会社アクシス　代金澤　貴子 平14. 9. 1他   薬局
     延岡市大貫町２丁目９６７番地１常　勤:    1表取締役　芳野　直人 新規 現存
     (薬       1) 平26. 9. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34203,4116,3 北小路調剤薬局． 〒882-0041 0982-21-2131有限会社ぎおん町調剤長谷川　智久 平15. 2. 3他   薬局
     延岡市北小路１４番地２８ 常　勤:    1薬局　代表取締役　長 移動 現存
     (薬       1)谷川　智久 平27. 2. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34303,4117,1 ハラダ調剤薬局　無鹿〒882-0021 0982-42-3335有限会社　共栄調剤薬柳田　良恵 平15. 4. 1調剤 薬局
     店 延岡市無鹿町１丁目２２３３番地常　勤:    1局　代表取締役　原田 新規 現存
     (薬       1)　朋保 平27. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34403,4121,3 ハラダ調剤薬局　東出〒882-0856 0982-23-9235有限会社　共栄調剤薬黒木　孝充 平16.10. 1 薬局
     北店 延岡市出北６丁目１６４０番地１常　勤:    2局　代表取締役　原田 新規 現存
     (薬       2)　朋保 平28.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  34503,4125,4 敬愛薬局 〒882-0035 0982-33-1585有限会社　敬愛薬局　山下　美紀子 平17.10. 1 薬局
     延岡市日の出町１丁目５番地１４常　勤:    2代表取締役　山下　美 新規 現存
     (薬       2)紀子 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34603,4127,0 きたうら薬局 〒889-0301 0982-24-5336有限会社ドラッグ大崎佐々木　美由紀 平12. 7. 3 薬局
     延岡市北浦町古江２４９２ー１０常　勤:    1　代表取締役　大崎　 新規 現存
     番地 (薬       1)光恭 平24. 7. 3
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34703,4128,8 なぎさ調剤薬局 〒889-0301 0982-24-5053有限会社イナモファー稲毛　健一郎 平12. 8. 1 薬局
     延岡市北浦町古江宇和路２３３８常　勤:    1マシー　代表取締役　 組織変更 現存
     番地２ (薬       1)稲毛　健一郎 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34803,4129,6 きたかた調剤薬局 〒882-0125 0982-28-5150有限会社　ふじファー佐藤　和俊 平13.11. 1 薬局
     延岡市北方町川水流卯１３８８番常　勤:    1マシー　代表取締役　 新規 現存
     地１ (薬       1)小山　明俊 平25.11. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34903,4130,4 しおはま調剤薬局 〒882-0864 0982-26-7110有限会社　ふじファー緒方　洋樹 平18. 4. 1他   薬局
     延岡市塩浜町４丁目１７３５番２常　勤:    1マシー　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)小山　明俊 平30. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35003,4133,8 調剤薬局　同仁堂 〒882-0872 0982-32-6883株式会社　あくた　代芥田　伸一 平19. 5. 1他   薬局
     延岡市愛宕町２丁目１番地９ 常　勤:    2表取締役　芥田　伸一 交代 現存
     (薬       2) 平25. 5. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35103,4135,3 有限会社丘の上薬局　〒882-0045 0982-20-5123有限会社　丘の上薬局河野　雅之 平20. 6. 1他   薬局
     瀬の口店 延岡市瀬之口町１丁目４－１１瀬常　勤:    3　代表取締役　吉田　 現存
     の口ビル１Ｆ西側 (薬       3)武史 平26. 6. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  35203,4136,1 ハラダ調剤薬局　西出〒882-0856 0982-20-5515有限会社　共栄調剤薬佐野　孝子 平20. 7. 1他   薬局
     北店 延岡市出北６丁目１６６５－１ 常　勤:    1局　代表取締役　原田 新規 現存
     (薬       1)　朋保 平26. 7. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35303,4137,9 ひまわり薬局はまご店〒882-0851 0982-20-7117株式会社　ひむかメデ向井　教人 平21. 1. 1他   薬局
     延岡市浜砂１丁目５番３号 非常勤:    3ィカル　代表取締役　 新規 現存
     (薬       3)永田　寛之 平27. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35403,4139,5 延岡すずらん薬局 〒882-0803 0982-26-9130有限会社季彰　代表取倉澤　克樹 平22. 5. 6他   薬局
     延岡市大貫町２丁目３０２７番地常　勤:    2締役　倉澤　克樹 移動 現存
     ３ (薬       2) 平28. 5. 6
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35503,4140,3 ひむか薬局しおはま店〒882-0864 0982-29-2820株式会社ひむかメディ江藤　高志 平22.10. 1 薬局
     延岡市塩浜町二丁目１９５１－７常　勤:    1カル　代表取締役　永 新規 現存
     (薬       1)田　寛之 平28.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35603,4141,1 ハラダ調剤薬局萩店 〒882-0052 0982-29-2830有限会社ハラダ薬局　林　禎規 平22.12. 1 薬局
     延岡市萩町１９番１ 常　勤:    1代表取締役　原田　興 新規 現存
     (薬       1)朋 平28.12. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35703,4142,9 おざき調剤薬局 〒882-0854 0982-29-2516尾﨑　純子 尾﨑　純子 平22.12. 6 薬局
     延岡市長浜町１丁目１７６７－１常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平28.12. 6
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35803,4143,7 カイ薬局　一ヶ岡店 〒889-0507 0982-23-8550合資会社カイ薬局　代甲斐　定勝 平23. 7. 1他   薬局
     延岡市旭ケ丘５丁目９の１０ 常　勤:    2表社員　甲斐　定勝 新規 現存
     (薬       2) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35903,4146,0 友愛薬局 〒882-0822 0982-20-0088株式会社　友愛薬局　河内　晶子 平24. 4. 1他   薬局
     延岡市南町一丁目２番地４ 常　勤:    2代表取締役　山下　美 新規 現存
     (薬       2)紀子 平30. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
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  36003,4147,8 たかし薬局 〒882-0803 0982-29-2667株式会社中川ファーマ中川　孝 平24. 5. 1他   薬局
     延岡市大貫町３丁目７５４番地２常　勤:    1シー　代表取締役　中 新規 現存
     (薬       1)川　孝 平30. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36103,4148,6 メディカル薬局　惣領〒882-0857 0982-32-8375有限会社　メディカル甲斐　千賀 平24. 5. 1他   薬局
     店 延岡市惣領町１番１５号 常　勤:    2ケア　代表取締役　梶 移動 現存
     (薬       2)本　九州男 平30. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36203,4150,2 ハラダ調剤薬局　野田〒882-0801 0982-29-3805有限会社共栄調剤薬局和田　貴博 平24. 5. 1他   薬局
     店 延岡市野田町１８３９番３ 常　勤:    2　代表取締役　原田　 新規 現存
     (薬       2)朋保 平30. 5. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36303,4152,8 にじいろ薬局 〒882-0034 0982-29-2436株式会社　Ｏ２　Ｐｈ大﨑　修 平25.10. 1調剤 薬局
     延岡市昭和町１丁目１１番地９ 常　勤:    1ａｒｍａｃｙ　代表取 新規 現存
     (薬       1)締役　大﨑　修 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36403,4154,4 イオン薬局　多々良店〒882-0056 0982-28-0053イオン九州株式会社　末森　一成 平26. 7. 1調剤 薬局
     延岡市岡富町１５４番 常　勤:    3代表取締役　柴田　祐 新規 現存
     (薬       3)司 平26. 7. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36503,4155,1 フローラ薬局 〒882-0824 0982-26-1633有限会社メディ・フラ戸畑　貴幸 平26.10. 1調剤 薬局
     延岡市中央通１丁目３番地１ 常　勤:    2ワー　代表取締役　渡 組織変更 現存
     (薬       2)邊　信人 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36603,4156,9 岡富調剤薬局 〒882-0056 0982-29-4227金井　祐 金井　祐 平26.11. 1調剤 薬局
     延岡市岡富町１１７番地 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平26.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36703,4158,5 なないろ薬局　大瀬橋〒882-0821 0982-26-2887有限会社　季彰　代表松尾　永良 平27. 1. 1調剤 薬局
     店 延岡市本町２丁目５番地３ 常　勤:    1取締役　倉澤　克樹 組織変更 現存
     (薬       1) 平27. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
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  36803,4159,3 ハラダ調剤薬局　平原〒882-0866 0982-20-2221有限会社共栄調剤薬局稲田　英光 平27. 5. 1調剤 薬局
     店 延岡市平原町１丁目９９４－３ 常　勤:    1　代表取締役　原田　 新規 現存
     (薬       1)朋保 平27. 5. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36903,4160,1 ファン薬局　中川原店〒882-0031 0982-29-2375株式会社ファンメディ本郷　泰樹 平27. 7. 1調剤 薬局
     延岡市中川原町３丁目７番 常　勤:    2カル　代表取締役　脇 新規 現存
     (薬       2)田　稔夫 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37003,4161,9 いこい薬局 〒882-0866 0982-32-3223有限会社真心　代表取山本　博美 平27.10. 1調剤 薬局
     延岡市平原町４丁目１４９８番地常　勤:    2締役　甲斐　尚之 新規 現存
     １６ (薬       2) 平27.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37103,4162,7 ひまわり薬局みさき店〒889-0506 0982-23-8282グローバルメディック久保田　浩行 平27.10. 1調剤 薬局
     延岡市南一ケ岡７丁目８３４８番常　勤:    1株式会社　代表取締役 組織変更 現存
     地２５９ (薬       1)　久保田　浩行 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37203,4163,5 そうごう薬局　延岡緑〒882-0863 0982-20-2321総合メディカル株式会白井　諒 平28. 2. 1調剤 薬局
     ヶ丘店 延岡市緑ケ丘五丁目１８番１１号常　勤:    1社　代表取締役　坂本 新規 現存
     (薬       1)　賢治 平28. 2. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37303,4164,3 なないろ薬局　出北 〒882-0855 0982-23-1088有限会社季彰　代表取島居　夏美 平28. 4. 1調剤 薬局
     延岡市卸本町２番地２１ 常　勤:    1締役　倉澤　克樹 新規 現存
     (薬       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37403,4165,0 北川調剤薬局 〒889-0101 0982-46-2770有限会社北川調剤薬局貫　洋三 平28. 4. 1調剤 薬局
     延岡市北川町川内名７０５５番地常　勤:    1　代表取締役　貫　洋 新規 現存
     １４ (薬       1)三 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37503,4166,8 ファン薬局　県立延岡〒882-0835 0982-20-0708株式会社ファンメディ比佐　恭子 平28. 4. 1調剤 薬局
     病院前 延岡市新小路１丁目１１番地５ 常　勤:    1カル　代表取締役　脇 新規 現存
     (薬       1)田　稔夫 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  37603,4168,4 アイン薬局　おおぬき〒882-0803 0982-26-8787株式会社アインファー友綱　達也 平28. 9. 1調剤 薬局
     店 延岡市大貫町２丁目１１０２番地常　勤:    4マシーズ　代表取締役 組織変更 現存
     ４ (薬       4)　大石　美也 平28. 9. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37703,4169,2 なの花薬局 〒882-0834 0982-35-5511有限会社佐藤幹薬局　出口　美香 平28.12. 1調剤 薬局
     延岡市北新小路３－１３ 常　勤:    1代表取締役　黒木　慎 組織変更 現存
     (薬       1)也 平28.12. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37803,4170,0 なないろ薬局　桜小路〒882-0816 0982-20-7716株式会社Ｓｔｏｒｅｈ尾﨑　真依 平30. 3. 1 薬局
     延岡市桜小路３６０番地１ 常　勤:    2ｏｕｓｅ　代表取締役 新規 現存
     (薬       2)　倉澤　克樹 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37903,4171,8 たたら薬局 〒882-0056 0982-20-0120ひなたメディカル株式廣木　敦子 平30. 4. 9 薬局
     延岡市岡富町１２７－２ 常　勤:    1会社　代表取締役　山 新規 現存
     (薬       1)口　信也 平30. 4. 9
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38003,4172,6 なないろ薬局　岡富店〒882-0056 0982-20-2035有限会社季彰　代表取黒木　光弘 平30. 5. 1 薬局
     延岡市岡富町２９番地 常　勤:    1締役　倉澤　克樹 新規 現存
     (薬       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38104,4021,3 上村薬局 〒887-0012 0987-24-0508上村　穰 上村　穰 昭56. 7. 1他   薬局
     日南市園田１丁目５番５－１０１常　勤:    1 現存
     号 (薬       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38204,4022,1 すみれ薬局有限会社 〒887-0021 0987-23-7896すみれ薬局有限会社　藤原　貴輝 昭58. 3. 1 薬局
     日南市中央通１丁目２－１３ 常　勤:    1取締役社長　丸金　寛 現存
     (薬       1)佳 平28. 3. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38304,4031,2 株式会社髙橋薬局 〒889-2535 0987-25-1625株式会社髙橋薬局　代髙橋　剛 昭62. 1. 1 薬局
     日南市飫肥５丁目２－１６ 常　勤:    2表取締役　髙橋　剛 現存
     (薬       2) 平29. 1. 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［宮崎県］

［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    52 頁

  38404,4033,8 田園調剤薬局 〒887-0031 0987-22-5161有限会社木山調剤薬局中廣　哲也 昭62. 4. 1 薬局
     日南市戸高４丁目１番地９ 常　勤:    1　代表取締役　中廣　 現存
     (薬       1)哲也 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38504,4035,3 木山調剤薬局 〒887-0013 0987-23-8931有限会社木山調剤薬局後藤　和美 平 3. 4. 1 薬局
     日南市木山１丁目２１番地１４ 常　勤:    1　代表取締役　中廣　 現存
     (薬       1)哲也 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38604,4039,5 ほしくら薬局 〒889-2541 0987-31-1044有限会社　オーク　代佐々木　直子 平 7. 6. 1 薬局
     日南市吾田東９丁目２番５号 常　勤:    2表取締役　武田　俊一 新規 現存
     (薬       2) 平28. 6. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38704,4040,3 ひらの薬局 〒887-0022 0987-31-1280有限会社誠調剤薬局　蛯原　弘徳 平 7. 9.15 薬局
     日南市上平野町２丁目１５－６ 常　勤:    2代表取締役　山口　輝 新規 現存
     (薬       2)秀 平28. 9.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38804,4041,1 堺　薬局 〒889-2536 0987-21-1201有限会社　堺薬局　代後藤　隆二 平 9. 2. 1 薬局
     日南市吾田西三丁目２番５５号 常　勤:    1表取締役　堺　綾 新規 現存
     (薬       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38904,4047,8 あがた東薬局 〒889-2541 0987-21-1536有限会社リョウコウ　山田　淳一 平11.11. 1 薬局
     日南市吾田東十丁目４番５号 常　勤:    1取締役　飯野　房子 新規 現存
     (薬       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39004,4048,6 ゆうあい薬局 〒887-0012 0987-21-1750有限会社アップゲート上田　卓司 平12. 4. 1 薬局
     日南市園田１丁目４番７号 常　勤:    4　代表取締役　上門　 新規 現存
     (薬       4)洋文 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39104,4051,0 日南地区医薬分業支援〒887-0016 0987-32-1600一般社団法人宮崎県薬松尾　吉剛 平13.10. 1 薬局
     センター会営薬局 日南市中平野３丁目７番１４号 常　勤:    3剤師会　会長　小山　 新規 現存
     (薬       3)明俊 平25.10. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39204,4052,8 有限会社みどり調剤薬〒887-0013 0987-32-1610有限会社みどり調剤薬齋藤　加代子 平13.12. 1 薬局
     局 日南市木山１丁目４番１４号 常　勤:    1局　代表取締役　齋藤 新規 現存
     (薬       1)　加代子 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  39304,4055,1 ハロー薬局　吾田店 〒889-2536 0987-32-1821㈱アクシス　代表取締前田　耕世 平16.10. 1 薬局
     日南市吾田西３丁目７－４２ 常　勤:    2役　芳野　直人 新規 現存
     (薬       2) 平28.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39404,4056,9 すみれ大堂津薬局 〒889-3141 0987-21-4640すみれ薬局　有限会社野中　健一郎 平16.11. 1 薬局
     日南市大堂津５丁目９－８ 常　勤:    3　取締役社長　丸金　 新規 現存
     (薬       3)寛佳 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39504,4057,7 すみれ吾田薬局 〒887-0031 0987-32-0411すみれ薬局有限会社　丸金　寛佳 平17. 1. 5 薬局
     日南市戸高４丁目２番１号 常　勤:    1取締役社長　丸金　寛 新規 現存
     (薬       1)佳 平29. 1. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39604,4060,1 かすが薬局 〒887-0006 0987-32-1475有限会社　エヴァ　代北井　伸吾 平18. 1. 1 薬局
     日南市春日町１－５ 常　勤:    1表取締役　北井　伸吾 新規 現存
     (薬       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39704,4061,9 すみれ中央薬局 〒887-0021 0987-23-7896すみれ薬局有限会社　中島　洋一郎 平18. 5. 1 薬局
     日南市中央通１丁目１０番２９号常　勤:    1取締役社長　丸金　寛 新規 現存
     (薬       1)佳 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39804,4062,7 有限会社　みなと調剤〒887-0001 0987-24-0511有限会社　みなと調剤木村　淳一 平19. 1. 1他   薬局
     薬局 日南市油津２丁目５番１６ 常　勤:    1薬局　取締役　木村　 移動 現存
     (薬       1)淳一 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39904,4065,0 平部薬局 〒889-2535 0987-25-1666平部　宜俊 平部　宜俊 平20. 1. 1他   薬局
     日南市飫肥２丁目５－１１ 常　勤:    2 交代 現存
     (薬       2) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40004,4066,8 マリーズ薬局　風田 〒887-0034 0987-32-0200有限会社江平調剤薬局横田　利百子 平20.10.28他   薬局
     日南市大字風田３８４４－１ 常　勤:    1　代表取締役　田﨑　 新規 現存
     (薬       1)眞理子 平26.10.28
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40104,4068,4 かすが薬局　南町店 〒889-3206 0987-21-9570有限会社　エヴァ　代牧本　真琴 平18. 4. 1他   薬局
     日南市南郷町南町６番６号 常　勤:    2表取締役　北井　伸吾 その他 現存
     (薬       2) 平30. 4. 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［宮崎県］

［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    54 頁

  40204,4069,2 マリーズ薬局　南郷 〒889-3204 0987-64-1558有限会社　江南調剤薬金澤　国博 平19. 6. 1他   薬局
     日南市南郷町中村乙２１０５番地常　勤:    1局　代表取締役　田﨑 その他 現存
     ４ (薬       1)　眞理子 平25. 6. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40304,4071,8 日南調剤薬局 〒889-2536 0987-27-3636有限会社ティワイファ中尾　豊男 平22. 8. 1他   薬局
     日南市吾田西一丁目８番２３号 常　勤:    1ーマシー　代表取締役 新規 現存
     (薬       1)　花畑　理恵 平28. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40404,4072,6 おおた薬局 〒889-2541 0987-22-5006株式会社　メディカル大田　一雅 平23. 4. 1他   薬局
     日南市吾田東五丁目２番１０号 常　勤:    2大田　代表取締役　大 新規 現存
     (薬       2)田　一雅 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40504,4073,4 上平野調剤薬局 〒887-0022 0987-27-3567株式会社　クレハ　代宮川　まり子 平23. 4. 1他   薬局
     日南市上平野町２丁目８番１号 常　勤:    2表取締役　宮川　まり その他 現存
     (薬       2)子 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40604,4074,2 とだか調剤薬局 〒887-0031 0987-31-0875株式会社　サティスフ茅島　美彩 平23. 4. 1他   薬局
     日南市戸高１丁目１０－５ 常　勤:    2ァーマ　代表取締役　 その他 現存
     (薬       2)小倉　義広 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40704,4077,5 川越薬局 〒889-3141 0987-27-2264プレイン株式会社　代川越　ちづる 平24.11. 1他   薬局
     日南市大堂津四丁目８番４号 常　勤:    1表取締役　原　一徳 組織変更 現存
     (薬       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40804,4078,3 ひまわり薬局 〒889-2533 0987-32-5250プレイン株式会社　代荒木　章裕 平24.11. 1他   薬局
     日南市星倉５丁目４番１３号 常　勤:    2表取締役　原　一徳 組織変更 現存
     (薬       2) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40904,4079,1 ふるかわ薬局 〒889-2541 0987-21-1387プレイン株式会社　代児玉　智 平24.11. 1他   薬局
     日南市吾田東十一丁目９番２１号常　勤:    1表取締役　原　一徳 組織変更 現存
     (薬       1) 平24.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41004,4082,5 岡留薬局 〒887-0031 0987-22-2220株式会社ウェルズ　代大川　広一郎 平29. 6. 1 薬局
     日南市戸高一丁目７番地５ 常　勤:    1表取締役　大川　広一 組織変更 現存
     (薬       1)郎 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  41104,4083,3 あい薬局 〒887-0021 0987-31-1611有限会社舞観奈　代表池畑　奈緒美 平29. 7. 1 薬局
     日南市中央通１丁目１０－２８ 常　勤:    1取締役　坂下　京子 組織変更 現存
     (薬       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41204,4084,1 みなみ薬局 〒889-2541 0987-31-0165株式会社サムグレ　代古澤　康博 平29. 9. 1 薬局
     日南市吾田東十一丁目７番４号 常　勤:    1表取締役　古澤　康博 新規 現存
     (薬       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41305,4011,1 こばやし薬局 〒886-0004 0984-22-7776有限会社小林ケミカル川越　一孝 昭62. 6. 1 薬局
     小林市大字細野字西ノ川２８２番常　勤:    1　代表取締役　川越　 現存
     地１１号 (薬       1)一孝 平29. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41405,4020,2 有限会社二葉薬局 〒886-0007 0984-22-8244有限会社二葉薬局　代平田　淳也 平 7. 9. 1 薬局
     小林市真方１３番地 常　勤:    3表取締役　福森　一真 新規 現存
     (薬       3) 平28. 9. 1
     非常勤:   15
     (薬      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41505,4022,8 回生堂調剤センター薬〒886-0004 0984-23-7810有限会社　回生堂調剤中野　美智子 平 9. 1.15 薬局
     局 小林市大字細野６９番の４２ 常　勤:    1センター薬局　代表取 新規 現存
     (薬       1)締役　内村　長史 平30. 1.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41605,4023,6 あたご調剤薬局 〒886-0007 0984-24-1128有限会社小林メディカ宮　亨 平 9. 3. 1 薬局
     小林市大字真方３５番地５ 常　勤:    1ル　代表取締役　重久 新規 現存
     (薬       1)　宰 平30. 3. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41705,4029,3 堀　調剤薬局 〒886-0004 0984-24-5131有限会社堀調剤薬局　堀　泰輔 平13. 6. 1他   薬局
     小林市大字細野４３６番地１１ 常　勤:    1代表取締役　堀　泰輔 新規 現存
     (薬       1) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41805,4031,9 二葉薬局　細野 〒886-0004 0984-21-0770有限会社　二葉薬局　古川　美好 平14.10. 1他   薬局
     小林市細野２０４２－２ 常　勤:    3代表取締役　福森　一 新規 現存
     (薬       3)真 平26.10. 1
     非常勤:   15
     (薬      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  41905,4033,5 ハープ調剤薬局 〒886-0006 0984-25-2015有限会社舞観奈　代表三島　賢次 平16. 2. 1 薬局
     小林市大字北西方１２４６番地２常　勤:    1取締役　坂下　京子 新規 現存
     (薬       1) 平28. 2. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42005,4035,0 有限会社本町薬局 〒886-0008 0984-23-7508有限会社　本町薬局　笹尾　僚平 平16. 4. 1 薬局
     小林市本町４９番地４ 常　勤:    3代表取締役　甲斐　春 新規 現存
     (薬       3)也 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42105,4036,8 二葉薬局　堤 〒886-0003 0984-25-0373有限会社　二葉薬局　明野　路子 平16. 5. 1 薬局
     小林市堤２７９５番２３ 常　勤:    3代表取締役　福森　一 新規 現存
     (薬       3)真 平28. 5. 1
     非常勤:   14
     (薬      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42205,4038,4 サン調剤薬局小林市立〒886-0004 0984-25-0603株式会社　ひむかメデ宮越　辰則 平18. 4. 1他   薬局
     病院前店 小林市大字細野２２５６番地２ 常　勤:    1ィカル　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)永田　寛之 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42305,4039,2 ひまわり薬局　小林店〒886-0004 0984-24-5125株式会社ひむかメディ永田　裕介 平18. 6. 1他   薬局
     小林市大字細野３９７－７ 常　勤:    2カル　代表取締役　永 組織変更 現存
     (薬       2)田　寛之 平30. 6. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42405,4040,0 国武薬局　小林店 〒886-0009 0984-21-0189有限会社　ツェッペリ國武　博志 平20. 5. 1調剤 薬局
     小林市駅南２７９番地 常　勤:    1ン　代表取締役　國武 新規 現存
     (薬       1)　真由美 平26. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42505,4042,6 ハーモニー薬局 〒886-0003 0984-27-3200株式会社ハーモニー薬徳山　吉記 平21. 6. 1調剤 薬局
     小林市堤３７２４番地４ 常　勤:    2局　代表取締役　岡留 新規 現存
     (薬       2)　康昌 平27. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  42605,4044,2 保険調剤　なかまち薬〒886-0004 0984-24-0687株式会社なかまち薬局野辺　博隆 平21.10. 1調剤 薬局
     局 小林市大字細野杉ノ場１３４－１常　勤:    1　代表取締役　野辺　 新規 現存
     ２ (薬       1)博隆 平27.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42705,4047,5 フレンド薬局 〒886-0212 0984-25-7025有限会社エイチ・エー小川　浩二 平12. 3. 1 薬局
     小林市野尻町東麓小丸１０８７番常　勤:    1　代表取締役　小川　 現存
     地２ (薬       1)浩二 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42805,4050,9 こあら薬局 〒886-0002 0984-27-3390プレイン株式会社　代山口　長太郎 平24.11. 1他   薬局
     小林市水流迫９４４番地８ 常　勤:    1表取締役　原　一徳 組織変更 現存
     (薬       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42905,4051,7 みまつ薬局 〒886-0003 0984-27-3715有限会社　本町薬局　下別府　直美 平24.12. 1他   薬局
     小林市堤３５１７－１１ 常　勤:    1代表取締役　甲斐　春 新規 現存
     (薬       1)也 平24.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43005,4052,5 坂尾薬局 〒886-0212 0984-44-1025有限会社　エイチ・エ小川　智子 平25. 2. 1他   薬局
     小林市野尻町東麓２１９６番地 常　勤:    1ー　代表取締役　小川 移動 現存
     (薬       1)　浩二 平25. 2. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43105,4053,3 二葉薬局　小林南店 〒886-0004 0984-24-5511有限会社　二葉薬局　肥田木　貴嗣 平25. 9. 1調剤 薬局
     小林市細野２７５８－６ 常　勤:    3代表取締役　福森　一 新規 現存
     (薬       3)真 平25. 9. 1
     非常勤:   15
     (薬      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43205,4054,1 小林こすもす薬局 〒886-0007 0984-23-2533有限会社　松商　代表松山　盛文 平25.10.13調剤 薬局
     小林市真方２３９番地１ 常　勤:    2取締役　松山　盛文 移動 現存
     (薬       2) 平25.10.13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43305,4055,8 そうごう薬局　細野店〒886-0004 0984-27-3481総合メディカル株式会大杉　不二人 平25.12. 1調剤 薬局
     小林市細野１６１７番１ 常　勤:    1社　代表取締役　坂本 新規 現存
     (薬       1)　賢治 平25.12. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  43405,4056,6 保険調剤薬局つつみ 〒886-0003 0984-25-1770有限会社星辰　代表取髙山　日出美 平26. 5. 7調剤 薬局
     小林市堤３０２６－６ 常　勤:    5締役　青木　浩朗 移動 現存
     (薬       5) 平26. 5. 7
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43505,4057,4 二葉薬局　小林中央店〒886-0004 0984-27-3620有限会社　二葉薬局　ズ師　健一郎 平27. 4. 1調剤 薬局
     小林市細野１６０６－２ 常　勤:    1代表取締役　福森　一 新規 現存
     (薬       1)真 平27. 4. 1
     非常勤:   16
     (薬      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43605,4058,2 二葉薬局　野尻 〒886-0212 0984-44-2828有限会社二葉薬局　代古賀　啓介 平27. 5. 1調剤 薬局
     小林市野尻町東麓１１７１－９ 常　勤:    3表取締役　福森　一真 新規 現存
     (薬       3) 平27. 5. 1
     非常勤:   15
     (薬      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43705,4059,0 アイン薬局　こばやし〒886-0004 0984-22-3442株式会社アインファー中島　至彬 平27.11. 1調剤 薬局
     中央店 小林市細野１６０番地５ 常　勤:    3マシーズ　代表取締役 組織変更 現存
     (薬       3)　大石　美也 平27.11. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43805,4060,8 みずほ調剤薬局 〒886-0007 0984-21-0671有限会社舞観奈　代表畑中　和貴 平29. 1. 8調剤 薬局
     小林市真方６５番地４ 常　勤:    3取締役　坂下　京子 移動 現存
     (薬       3) 平29. 1. 8
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43906,4025,9 富高薬局鶴町支店 〒883-0014 0982-52-0463有限会社富高調剤薬局福森　正剛 昭58. 8. 1 薬局
     日向市原町３ー６ 常　勤:    2　代表取締役　福森　 現存
     (薬       2)正郎 平28. 8. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44006,4032,5 有限会社平岩調剤薬局〒883-0022 0982-57-1483有限会社平岩調剤薬局渡邊　裕明 昭62. 7. 1他   薬局
     日向市大字平岩４７８番地５ 常　勤:    1　代表取締役　渡邊　 現存
     (薬       1)裕明 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  44106,4033,3 有限会社くすりのトミ〒883-0051 0982-52-1193有限会社くすりのトミ福森　正富 昭62. 8. 1他   薬局
     タカ向江町薬局 日向市向江町１丁目１９６番地５常　勤:    2タカ　代表取締役　福 現存
     (薬       2)森　正富 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44206,4039,0 福原薬局曽根店 〒883-0011 0982-52-5008株式会社フクハラ薬局山下　浩治 平 5. 7. 1他   薬局
     日向市曽根町１丁目１５７番地 常　勤:    2　代表取締役　福原　 移動 現存
     (薬       2)萌 平29. 7. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44306,4044,0 さくら薬局 〒883-0014 0982-54-6126有限会社美徳　代表取江藤　憲治 平 7. 4.17 薬局
     日向市原町１丁目２番７号 常　勤:    2締役　江藤　憲治 新規 現存
     (薬       2) 平28. 4.17
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44406,4045,7 しおみ薬局 〒883-0033 0982-54-7300有限会社ソレイユ　代猿川　明子 平 7. 9. 1 薬局
     日向市大字塩見１４１６４－１０常　勤:    3表取締役　猿川　隆文 新規 現存
     (薬       3) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44506,4047,3 メディカル薬局 〒883-0041 0982-56-1366有限会社メディカルケ長尾　健二 平 9. 4. 1 薬局
     日向市北町１丁目２番地 常　勤:    3ア　代表取締役　梶本 新規 現存
     (薬       3)　九州男 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44606,4048,1 有限会社　丘の上薬局〒883-0068 0982-54-9383有限会社　丘の上薬局冨田　憲司 平 9. 5. 1 薬局
     日向市亀崎西２丁目１３７番地 常　勤:    1　代表取締役　吉田　 新規 現存
     (薬       1)武史 平30. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44706,4050,7 なでしこ薬局 〒883-0041 0982-53-8152有限会社ききょう薬局猪股　典子 平 9. 9. 1 薬局
     日向市北町１丁目８７番地 常　勤:    2　代表取締役　松村　 新規 現存
     (薬       2)仁 平24. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44806,4052,3 たまご薬局 〒883-0033 0982-54-5991株式会社フジドラッグ島村　幸恵 平10. 2. 1 薬局
     日向市大字塩見字乳母神１１６４常　勤:    2　代表取締役　松崎　 新規 現存
     ５番地４ (薬       2)英子 平28. 2. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
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  44906,4054,9 大王谷薬局 〒883-0068 0982-54-1193有限会社くすりのトミ林　徳秀 平11. 4. 1 薬局
     日向市亀崎西１丁目２６番地 常　勤:    1タカ　代表取締役　福 新規 現存
     (薬       1)森　正富 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45006,4055,6 有限会社やました薬局〒883-0021 0982-55-0678有限会社やました薬局坂口　美沙希 平11.12.26 薬局
     日向市財光寺６２６番地２ 常　勤:    1　代表取締役　山下　 新規 現存
     (薬       1)泰弘 平29.12.26
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45106,4062,2 財光寺薬局 〒883-0021 0982-54-7100有限会社　ソレイユ　猿川　隆丈 平16. 5. 1 薬局
     日向市財光寺３４４３－８ 常　勤:    6代表取締役　猿川　隆 新規 現存
     (薬       6)文 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45206,4064,8 くるみ薬局 〒883-0109 0982-69-3231有限会社共立薬品　代木村　留美 平 7. 4.17 薬局
     日向市東郷町山陰又江野丙１４５常　勤:    1表取締役　木村　洋 新規 現存
     ２－１ (薬       1) 平28. 4.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45306,4065,5 ハラダ調剤薬局東郷店〒883-0109 0982-68-3633有限会社共栄調剤薬局藤川　倫利 平12. 7. 1 薬局
     日向市東郷町山陰字中水流辛２４常　勤:    2　代表取締役　原田　 新規 現存
     １番地９ (薬       2)朋保 平24. 7. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45406,4068,9 ひまわり薬局　日向 〒883-0052 0982-56-0313株式会社ひむかメディ神﨑　秀樹 平18. 6. 1他   薬局
     日向市鶴町１丁目６番１４号 常　勤:    1カル　代表取締役　永 組織変更 現存
     (薬       1)田　寛之 平30. 6. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45506,4070,5 株式会社　フレンド薬〒883-0046 0982-66-0270株式会社　フレンド薬長友　俊綱 平18. 9. 1 薬局
     局 日向市中町５番地２ 常　勤:    2局　代表取締役　長友 新規 現存
     (薬       2)　克憲 平24. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45606,4073,9 まいづる薬局日向 〒883-0014 0982-52-0115株式会社　ひむかメデ重松　和志 平20. 4. 1他   薬局
     日向市原町４丁目５８番６ 常　勤:    2ィカル　代表取締役　 組織変更 現存
     (薬       2)永田　寛之 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  45706,4074,7 有限会社　ケーアイ調〒883-0062 0982-66-0413有限会社　ケーアイ調重畠　佳美 平21. 1. 1他   薬局
     剤薬局日向店 日向市大字日知屋字塩田　７６２常　勤:    1剤薬局　代表取締役　 新規 現存
     ４番地１４ (薬       1)門松　秀信 平27. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45806,4076,2 みみつ調剤薬局 〒889-1111 0982-58-1591有限会社ふじファーマ原田　理絵 平22. 5. 1他   薬局
     日向市美々津町３８７２番地５ 常　勤:    1シー　代表取締役　小 移動 現存
     (薬       1)山　明俊 平28. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45906,4077,0 そうごう薬局亀崎店 〒883-0066 0982-53-8864総合メディカル株式会長﨑　佑亮 平23. 4. 1他   薬局
     日向市亀崎１丁目１４番地 常　勤:    3社　代表取締役　坂本 その他 現存
     (薬       3)　賢治 平29. 4. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46006,4078,8 富高薬局Ａ 〒883-0014 0982-52-4364有限会社富高調剤薬局遠田　慶介 平23. 7. 1他   薬局
     日向市原町４丁目９－６ 常　勤:    4　代表取締役　福森　 移動 現存
     (薬       4)正郎 平29. 7. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46106,4081,2 富高薬局原町支店 〒883-0014 0982-54-2185有限会社　富高調剤薬平川　一郎 平24. 4. 1他   薬局
     日向市原町一丁目２番５号 常　勤:    1局　代表取締役　福森 移動 現存
     (薬       1)　正郎 平30. 4. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46206,4082,0 ひまわり薬局曽根町店〒883-0011 0982-53-2080株式会社　ひむかメデ西岡　洋一郎 平24. 7. 1他   薬局
     日向市曽根町３丁目２５番 常　勤:    1ィカル　代表取締役　 移動 現存
     (薬       1)永田　寛之 平24. 7. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46306,4083,8 富高薬局　Ｇｒａｎｄ〒883-0011 0982-50-2211有限会社　富高調剤薬毛利　俊也 平24. 7. 1他   薬局
     　Ｓｏｎｅ 日向市曽根町３丁目２３番 常　勤:    4局　代表取締役　福森 新規 現存
     (薬       4)　正郎 平24. 7. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  46406,4084,6 イオン薬局　日向店 〒883-0064 0982-55-8336イオン九州株式会社　藏田　康弘 平24.10. 1他   薬局
     日向市大字日知屋字古田町６１－常　勤:    3代表取締役　柴田　祐 新規 現存
     １ (薬       3)司 平24.10. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46506,4085,3 日向北町薬局 〒883-0041 0982-66-0333プレイン株式会社　代洲河　人規 平24.11. 1他   薬局
     日向市北町一丁目４９番地２ 常　勤:    1表取締役　原　一徳 組織変更 現存
     (薬       1) 平24.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46606,4086,1 富高薬局　財光寺支店〒883-0021 0982-57-3981有限会社　富高調剤薬福森　章洋 平26. 4. 1調剤 薬局
     日向市財光寺山下１６２番地５ 常　勤:    1局　代表取締役　福森 新規 現存
     (薬       1)　正郎 平26. 4. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46706,4087,9 スバル薬局 〒883-0014 0982-52-5755有限会社スバル　代表日髙　篤子 平28. 3. 8調剤 薬局
     日向市原町１丁目２ー１　コルセ常　勤:    1取締役　日髙　篤子 移動 現存
     ・カレ日向テナント２ (薬       1) 平28. 3. 8
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46806,4088,7 いろは薬局 〒883-0068 0982-66-5377株式会社中川ファーマ西岡　有理 平28. 9. 1調剤 薬局
     日向市亀崎西２丁目１５５番地２常　勤:    1シー　代表取締役　中 新規 現存
     (薬       1)川　孝 平28. 9. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46906,4089,5 ほのか薬局 〒883-0034 0982-57-3300株式会社たけファーマ嶽　秀一 平29. 5. 1調剤 薬局
     日向市大字富高字春原７４５４番常　勤:    2シー　代表取締役　嶽 新規 現存
     地６ (薬       2)　秀一 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47006,4091,1 企業組合　富高薬局　〒883-0045 0982-52-3230企業組合　富高薬局　福森　正郎 平30. 3. 1 薬局
     本町本店 日向市本町１４番１号 常　勤:    1代表理事　福森　正郎 移動 現存
     (薬       1) 平30. 3. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  47107,4008,3 おおつか調剤薬局 〒889-3531 0987-74-1312有限会社心鏡　代表取近藤　宏二 平 3.11. 1 薬局
     串間市大字奈留５２８４番地１９常　勤:    1締役　近藤　宏二 現存
     (薬       1) 平24.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47207,4010,9 有限会社西浜薬局 〒888-0012 0987-72-7504有限会社西浜薬局　代阿南　陽明 平 6.12. 1調剤 薬局
     串間市西浜２丁目７２４７番８２常　勤:    1表取締役　飯野　房子 新規 現存
     (薬       1) 平27.12. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47307,4014,1 岩本調剤薬局　天神橋〒888-0001 0987-72-7220有限会社　岩本調剤薬清水　広利 平16. 9.13 薬局
     店 串間市大字西方字添田橋５３３５常　勤:    1局　代表取締役　岩本 新規 現存
     －４ (薬       1)　直典 平28. 9.13
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47407,4016,6 つぼみ薬局 〒888-0222 0987-76-1188株式会社　ジーシー　川﨑　邦子 平25. 1. 1他   薬局
     串間市大字都井字宮ノ前２１８１常　勤:    1代表取締役　川﨑　源 新規 現存
     －３ (薬       1)太郎 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47507,4017,4 日本調剤串間薬局 〒888-0001 0987-78-0020日本調剤株式会社　代髙野　裕登 平27.11. 2調剤 薬局
     串間市大字西方唐人町９３６５－常　勤:    4表取締役社長　三津原 組織変更 現存
     １ (薬       4)　博 平27.11. 2
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47607,4018,2 つぼみ薬局　北方店 〒888-0004 0987-71-1150株式会社ジーシー　代川﨑　理香子 平28. 4. 1調剤 薬局
     串間市大字串間字南方堀９５５－常　勤:    2表取締役　川﨑　源太 新規 現存
     ３ (薬       2)郎 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47708,4007,3 みふね調剤薬局 〒881-0015 0983-42-4783株式会社長嶺薬局　代横山　直美 昭53. 1. 1 薬局
     西都市聖陵町２－１４ 常　勤:    1表取締役　大平　信道 現存
     (薬       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47808,4016,4 有限会社調剤薬局心愛〒881-0023 0983-43-2868有限会社心愛メディッ隈元　光昭 昭61. 4. 1 薬局
     メディック 西都市大字調殿１００４－４ 常　勤:    1ク　代表取締役　隈元 現存
     (薬       1)　光昭 平28. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
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  47908,4017,2 長嶺薬局 〒881-0011 0983-43-0107株式会社長嶺薬局　代大平　千世 昭61.10. 1 薬局
     西都市有吉町１丁目３番地 常　勤:    2表取締役　大平　信道 現存
     (薬       2) 平28.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48008,4018,0 有限会社みどり薬局 〒881-0012 0983-43-5108有限会社みどり薬局　木村　のぞみ 昭63.12. 1 薬局
     西都市小野崎一丁目５５番地 常　勤:    1代表取締役　上別府　 現存
     (薬       1)正悟 平27.12. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48108,4019,8 有限会社さくら調剤薬〒881-0016 0983-43-3046有限会社さくら調剤薬吉田　竜一 平 4. 4. 1 薬局
     局 西都市御舟町１丁目５７番地２ 常　勤:    3局　代表取締役　上別 現存
     (薬       3)府　正悟 平28. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48208,4020,6 有限会社　トキワ薬局〒881-0012 0983-42-5598有限会社トキワ薬局　富田　真二 平 4. 6.22 薬局
     西都市小野崎２丁目３９番地 常　勤:    1代表取締役　富田　真 現存
     (薬       1)二 平28. 6.22
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48308,4025,5 わかば薬局 〒881-0016 0983-43-5010株式会社長嶺薬局　代守田　晴彦 平 6. 5.23 薬局
     西都市御舟町２丁目４７番地 常　勤:    2表取締役　大平　信道 新規 現存
     (薬       2) 平30. 5.23
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48408,4029,7 ホープ薬局 〒881-0003 0983-43-3325有限会社トロン調剤薬中武　達郎 平18. 7. 1 薬局
     西都市大字右松２２２１－３ 常　勤:    1局　代表取締役　長船 交代 現存
     (薬       1)　克彦 平24. 7. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48508,4030,5 有限会社みずき薬局 〒881-0113 0983-44-6251有限会社　みずき薬局清　安奈 平19.10. 1他   薬局
     西都市大字下三財３３７７番地３常　勤:    1　代表取締役　上別府 移動 現存
     (薬       1)　正悟 平25.10. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  48608,4032,1 さいと薬局 〒881-0034 0983-42-3550株式会社　さいと薬局齋藤　正蔵 平23. 8. 1他   薬局
     西都市妻町３丁目１３３番地 常　勤:    2　代表取締役　齋藤　 その他 現存
     (薬       2)正蔵 平29. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48708,4033,9 みやけ調剤薬局 〒881-0005 0983-35-3412株式会社　大樹　代表吉冨　典子 平23.10.17他   薬局
     西都市大字三宅字田中２９５０番常　勤:    1取締役　松清　大樹 新規 現存
     地８ (薬       1) 平29.10.17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48808,4034,7 ひむか薬局　西都平田〒881-0033 0983-35-4273株式会社　ひむかメデ松沢　良馬 平25. 4. 1他   薬局
     店 西都市大字妻字平田１５１５番地常　勤:    1ィカル　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)永田　寛之 平25. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48909,4008,9 有限会社あい薬局 〒889-4311 0984-35-2822有限会社あい薬局　代山中　慶祐 平 5.11. 1 薬局
     えびの市大字大明司１０２４番地常　勤:    2表取締役　山中　慶祐 新規 現存
     ５ (薬       2) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49009,4011,3 すみれ薬局 〒889-4313 0984-25-3033有限会社　新星メディ斎元　薫 平 8.10.15 薬局
     えびの市大字杉水流字春日５１番常　勤:    2カル　代表取締役　平 新規 現存
     地３ (薬       2)嶺　秀一 平29.10.15
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49109,4012,1 二葉薬局　京町 〒889-4151 0984-25-5500有限会社二葉薬局　代松元　直樹 平12. 4. 1 薬局
     えびの市大字向江４９９ 常　勤:    4表取締役　福森　一真 新規 現存
     (薬       4) 平30. 4. 1
     非常勤:   14
     (薬      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49209,4014,7 いいの薬局 〒889-4301 0984-25-3946有限会社　万能薬品　山崎　信 平12.10. 2他   薬局
     えびの市大字原田字建山２２３７常　勤:    1代表取締役　山崎　信 新規 現存
     番地７ (薬       1) 平24.10. 2
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49309,4015,4 有限会社ケーアイ調剤〒889-4301 0984-21-3063有限会社ケーアイ調剤吉岡　弦 平13.10. 1 薬局
     薬局　えびの店 えびの市大字原田字簑原３２３６常　勤:    2薬局　代表取締役　門 新規 現存
     番地３ (薬       2)松　秀信 平25.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
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  49409,4017,0 きらり薬局 〒889-4222 0984-25-4667株式会社コモドヴィー簑原　哲也 平21. 6. 1調剤 薬局
     えびの市大字小田字松原８６７－常　勤:    1タ　簑原　哲也 新規 現存
     ４ (薬       1) 平27. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49509,4018,8 ひむか薬局えびの店 〒889-4301 0984-33-1704株式会社　ひむかメデ南里　佑樹 平23. 4. 1他   薬局
     えびの市大字原田字観音原２１４常　勤:    1ィカル　代表取締役　 新規 現存
     ３－３ (薬       1)永田　寛之 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49609,4019,6 国武薬局　えびの店 〒889-4155 0984-37-2261有限会社　ツェッペリ外薗　鉄男 平23. 8. 1他   薬局
     えびの市大字亀沢字野間口２７２常　勤:    1ン　代表取締役　國武 新規 現存
     (薬       1)　真由美 平29. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49709,4020,4 えびの薬局 〒889-4304 0984-27-3501有限会社　オーク　代木之下　信一 平23. 8. 1他   薬局
     えびの市上江１０２６番２ 常　勤:    2表取締役　武田　俊一 新規 現存
     (薬       2) 平29. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49809,4021,2 二葉薬局　加久藤 〒889-4221 0984-25-4407株式会社スプラウト　岡上　周平 平24. 6. 1他   薬局
     えびの市大字栗下２１４－８ 常　勤:    3代表取締役　福森　康 新規 現存
     (薬       3)郎 平30. 6. 1
     非常勤:   15
     (薬      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49909,4022,0 そうごう薬局　えびの〒889-4301 0984-33-5701総合メディカル株式会門田　成生 平25. 8. 1調剤 薬局
     店 えびの市大字原田字西谷ノ口３１常　勤:    1社　代表取締役　坂本 新規 現存
     ８７－２ (薬       1)　賢治 平25. 8. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50017,4014,0 コアファーマシー 〒889-1901 0986-52-6788有限会社コアファーマ田代　逸子 平 4.10. 1 薬局
     北諸県郡三股町大字樺山４９６９常　勤:    1シー　代表取締役　田 現存
     番地１１ (薬       1)代　和久 平28.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  50117,4021,5 みまたファミリー薬局〒889-1901 0986-53-3666有限会社　万能薬品　持永　久仁子 平14. 8. 1 薬局
     北諸県郡三股町大字樺山字射場前常　勤:    2代表取締役　山崎　信 新規 現存
     ４５４０－８ (薬       2) 平26. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50217,4022,3 ひむか薬局　三股店 〒889-1901 0986-51-1199株式会社ひむかメディ松山　尚民 平15. 6.12調剤 薬局
     北諸県郡三股町大字樺山字中原５常　勤:    1カル　代表取締役　永 新規 現存
     ０３６番８８ (薬       1)田　寛之 平27. 6.12
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50317,4024,9 ひかり薬局 〒889-1914 0986-51-2155有限会社愛調剤薬局　園田　嘉憲 平18. 8. 1 薬局
     北諸県郡三股町大字蓼池３６０８常　勤:    1代表取締役　弓場　寛 新規 現存
     番地２５ (薬       1)美 平24. 8. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50417,4026,4 みまたさくら薬局 〒889-1912 0986-51-8851有限会社　すばるファ清水　徹 平20.10. 1他   薬局
     北諸県郡三股町大字宮村字一万城常　勤:    2ーマシー　取締役　清 新規 現存
     ２８２９－７ (薬       2)水　徹 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50517,4027,2 ひばり薬局 〒889-1904 0986-36-4238株式会社千代薬品　代玉村　淳 平22. 4.12 薬局
     北諸県郡三股町新馬場２４番地１常　勤:    2表取締役　玉村　淳 新規 現存
     ０ (薬       2) 平28. 4.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50617,4028,0 そうごう薬局三股仲町〒889-1901 0986-53-3151総合メディカル株式会鳥谷部　隆多 平22.11. 1 薬局
     店 北諸県郡三股町大字樺山３４８１常　勤:    1社　代表取締役　坂本 新規 現存
     番地４ (薬       1)　賢治 平28.11. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50717,4029,8 さくら薬局 〒889-1901 0986-36-5008有限会社　ひまわり薬宮原　孝政 平23. 8. 1他   薬局
     北諸県郡三股町大字樺山字中原５常　勤:    2局　代表取締役　松村 新規 現存
     ０３６番９０ (薬       2)　仁 平29. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50817,4030,6 大光薬局 〒889-1903 0986-52-3671有限会社サン愛　代表馬場　秀樹 平24. 1. 4他   薬局
     北諸県郡三股町稗田４７番地７ 常　勤:    2取締役　馬場　秀樹 新規 現存
     (薬       2) 平30. 1. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  50918,4011,4 ハロー薬局　高原店 〒889-4412 0984-25-6320株式会社　アクシス　藤田　博 平20. 7. 1他   薬局
     西諸県郡高原町西麓４３２－１ 常　勤:    1代表取締役　芳野　直 新規 現存
     (薬       1)人 平26. 7. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51018,4012,2 二葉薬局　高原 〒889-4412 0984-25-6011株式会社　スプラウト福井　健太 平20. 9. 1他   薬局
     西諸県郡高原町大字西麓４２７－常　勤:    3　代表取締役　福森　 新規 現存
     １ (薬       3)康郎 平26. 9. 1
     非常勤:   14
     (薬      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51118,4015,5 たかはる薬局 〒889-4412 0984-25-6033プレイン株式会社　代中田　州彦 平24.11. 1他   薬局
     西諸県郡高原町大字西麓９２２番常　勤:    1表取締役　原　一徳 組織変更 現存
     地１ (薬       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51218,4016,3 むさし薬局 〒889-4412 0984-42-5600株式会社　エリクサー伊田　直人 平25.10. 1調剤 薬局
     西諸県郡高原町大字西麓１７３番常　勤:    1　代表取締役　伊田　 新規 現存
     地１ (薬       1)直人 平25.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51319,4004,7 本庄調剤薬局 〒880-1101 0985-75-3909有限会社ハローメディ濱砂　浩 平 4. 7. 1 薬局
     東諸県郡国富町大字本庄１９１１常　勤:    2シン　代表取締役　濱 現存
     －３ (薬       2)砂　浩 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51419,4012,0 サフラン薬局 〒880-1101 0985-75-7722有限会社サフラン薬局伊藤　邦宏 平 9. 2. 1 薬局
     東諸県郡国富町大字本庄２０５５常　勤:    1　代表取締役　伊藤　 新規 現存
     番地１３ (薬       1)邦宏 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51519,4013,8 イナリ薬局 〒880-1101 0985-75-2951有限会社リベラルファ宮本　圭一郎 平 9. 9. 1 薬局
     東諸県郡国富町大字本庄４０３０常　勤:    2ーマシー　代表取締役 新規 現存
     番地１２ (薬       2)　宮本　圭一郎 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51619,4015,3 綾ほうゆう薬局 〒880-1303 0985-30-7140有限会社　朋友薬局　井ノ上　徹 平12.11. 1 薬局
     東諸県郡綾町大字南俣字深田６３常　勤:    4代表取締役　榎園　勝 新規 現存
     ６ー３ (薬       4) 平24.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51719,4017,9 宇都宮薬局 〒880-1101 0985-75-2017有限会社宇都宮薬局　宇都宮　一敏 平15. 6. 1調剤 薬局
     東諸県郡国富町大字本庄６７６４常　勤:    2代表取締役　宇都宮　 新規 現存
     番地 (薬       2)一敏 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  51819,4018,7 麦の穂薬局 〒880-1101 0985-75-9502有限会社　あすなろ薬早田　真佐子 平16.11. 1 薬局
     東諸県郡国富町本庄出来所１２６常　勤:    2局　代表取締役　野邊 移動 現存
     ８番地３ (薬       2)　裕司 平28.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51919,4021,1 フロンティア薬局　国〒880-1111 0985-75-9491株式会社フロンティア村内　智士 平17. 1. 1 薬局
     富店 東諸県郡国富町大字岩知野７５６常　勤:    4　代表取締役　重森　 新規 現存
     番地３ (薬       4)裕之 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52019,4022,9 照葉薬局 〒880-1303 0985-30-7335有限会社　遠矢薬局　遠矢　義博 平17. 4. 1 薬局
     東諸県郡綾町大字南俣７９０番地常　勤:    2代表取締役　遠矢　義 新規 現存
     １ (薬       2)博 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52119,4023,7 むいかまち薬局 〒880-1101 0985-75-8326有限会社　爽涼　代表林田　利文 平17.12. 1 薬局
     東諸県郡国富町大字本庄字東ノ原常　勤:    1取締役　齊藤　万俊 新規 現存
     ４６３２－２ (薬       1) 平29.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52219,4024,5 郷田薬局 〒880-1303 0985-77-0045有限会社　郷田商会　郷田　美紀子 平21. 8. 1調剤 薬局
     東諸県郡綾町大字南俣３０３ー４常　勤:    1代表取締役　郷田　美 新規 現存
     (薬       1)紀子 平27. 8. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52319,4025,2 ひむか薬局　国富店 〒880-1111 0985-89-4058株式会社ひむかメディ二宮　将一 平24. 2. 1他   薬局
     東諸県郡国富町大字岩知野字六江常　勤:    1カル　代表取締役　永 新規 現存
     ７３６番地１ (薬       1)田　寛之 平30. 2. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52419,4026,0 ひむかくにとみ薬局 〒880-1102 0985-30-6630プレイン株式会社　代北野　由美 平24.11. 1他   薬局
     東諸県郡国富町大字宮王丸３７４常　勤:    1表取締役　原　一徳 組織変更 現存
     番地６ (薬       1) 平24.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表［宮崎県］

［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    70 頁

  52519,4028,6 とも薬局　木脇店 〒880-1102 0985-73-8325株式会社協和調剤薬局田ノ上　幸宏 平27.11. 1調剤 薬局
     東諸県郡国富町大字宮王丸字城ノ常　勤:    1　代表取締役　仁田脇 組織変更 現存
     下１５４－６ (薬       1)　雅之 平27.11. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52620,4020,1 有限会社光和薬局 〒889-1201 0983-25-5077有限会社光和薬局　代安田　孝一 昭59. 9.17 薬局
     児湯郡都農町大字川北５４８５番常　勤:    1表取締役　安田　孝一 現存
     地５ (薬       1) 平29. 9.17
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52720,4027,6 有限会社みどり調剤薬〒884-0002 0983-23-5463有限会社みどり調剤薬永田　美智子 昭63. 1. 1 薬局
     局 児湯郡高鍋町大字北高鍋１２５８常　勤:    1局　代表取締役　永田 現存
     番地２ (薬       1)　美智子 平30. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52820,4030,0 トロン調剤薬局 〒889-1302 0983-27-0170有限会社トロン調剤薬長船　直子 平 4. 3.15 薬局
     児湯郡川南町大字平田２３８０－常　勤:    2局　代表取締役　長船 現存
     ９ (薬       2)　克彦 平28. 3.15
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52920,4037,5 関屋薬局 〒889-1411 0983-33-0076有限会社新富薬局　代関屋　昭雄 平 6. 3.15 薬局
     児湯郡新富町富田１丁目２６番１常　勤:    2表取締役　関屋　昭雄 移動 現存
     (薬       2) 平30. 3.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53020,4038,3 いろは薬局 〒884-0002 0983-23-2366有限会社いろは薬局　小西　利幸 平 8. 3. 1 薬局
     児湯郡高鍋町大字北高鍋１６７番常　勤:    1代表取締役　小西　利 交代 現存
     ３ (薬       1)幸 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53120,4040,9 オレンジ調剤薬局 〒889-1302 0983-27-0822有限会社オレンジ薬品森岡　栄一 平 8. 8.15他   薬局
     児湯郡川南町大字平田１４０２番常　勤:    2　森岡　栄一 新規 現存
     地７６ (薬       2) 平29. 8.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53220,4042,5 白雲堂薬局 〒884-0006 0983-21-1158有限会社センバメディ中村　有佐 平 9.11.15 薬局
     児湯郡高鍋町大字上江８０９３番常　勤:    3カル　代表取締役　仙 新規 現存
     地 (薬       3)波　幸男 平24.11.15
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  53320,4043,3 みなみ処方せん受付薬〒884-0002 0983-21-1723有限会社安西薬品　代松延　みづゑ 平10. 8.21 薬局
     局 児湯郡高鍋町大字北高鍋字大峯２常　勤:    2表取締役　安西　富美 新規 現存
     ５９２番地４ (薬       2)子 平28. 8.21
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53420,4048,2 川南調剤薬局 〒889-1301 0983-21-3880株式会社テクノミック横山　裕美 平13.12. 1 薬局
     児湯郡川南町大字川南１３６８１常　勤:    2ス　代表取締役　久芳 新規 現存
     番地５ (薬       2)　嶸之 平25.12. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53520,4049,0 有限会社やました薬局〒889-1201 0983-21-2178有限会社やました薬局船津　満 平15. 5. 1調剤 薬局
     児湯郡都農町大字川北字都農中町常　勤:    1　代表取締役　山下　 新規 現存
     ４８９５番地７ (薬       1)泰弘 平27. 5. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53620,4050,8 たんぽぽ薬局 〒884-0002 0983-22-3011有限会社みどり薬局　木村　栄宏 平15. 5. 1調剤 薬局
     児湯郡高鍋町大字北高鍋１３９２常　勤:    2代表取締役　上別府　 交代 現存
     番地 (薬       2)正悟 平27. 5. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53720,4051,6 ルピナス薬局 〒889-1411 0983-26-8225有限会社ティワイファ花畑　理恵 平15. 6. 2調剤 薬局
     児湯郡新富町富田一丁目３番地１常　勤:    2ーマシー　代表取締役 新規 現存
     (薬       2)　花畑　理恵 平27. 6. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53820,4052,4 にしめら調剤薬局 〒881-1411 0983-36-1088有限会社　にしめら調森川　皇沙 平17. 4. 1 薬局
     児湯郡西米良村大字村所６５－１常　勤:    1剤薬局　取締役　細谷 新規 現存
     (薬       1)　竜太 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53920,4053,2 ホルン調剤薬局 〒889-1411 0983-21-5411有限会社　ＭＳＧ　代金丸　真弓 平17.11. 1 薬局
     児湯郡新富町富田三丁目５５番地常　勤:    1表取締役　坂下　裕之 新規 現存
     (薬       1) 平29.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  54020,4059,9 調剤薬局　サンパーム〒884-0004 0983-23-4586株式会社　メディカル杉田　克仁 平19. 4. 1他   薬局
     児湯郡高鍋町大字蚊口浦２３番地常　勤:    2伊藤　代表取締役　伊 新規 現存
     ７ (薬       2)藤　雄彦 平25. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54120,4063,1 セイシェル薬局高鍋 〒884-0004 0983-32-0345株式会社　三和メディ青木　啓城 平20.10. 1他   薬局
     児湯郡高鍋町大字蚊口浦６１９９常　勤:    1ケーション　代表取締 新規 現存
     番地６２ (薬       1)役　勢井　昭広 平26.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54220,4064,9 虹ヶ丘薬局 〒889-1411 0983-33-4389有限会社　柊　代表取野村　卓也 平21.10. 1調剤 薬局
     児湯郡新富町富田３－４－２ 常　勤:    1締役　野村　卓也 移動 現存
     (薬       1) 平27.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54320,4066,4 尾鈴農協薬局 〒889-1301 0983-27-5909有限会社大山薬店　大大山　美代子 平22.11. 1 薬局
     児湯郡川南町大字川南１３５９３常　勤:    1山　美代子 その他 現存
     －１ (薬       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54420,4067,2 明倫堂薬局 〒884-0002 0983-26-1061イントロン株式会社　横山　智子 平23.11. 1他   薬局
     児湯郡高鍋町北高鍋４７８０－１常　勤:    1代表取締役　藤澤　基 新規 現存
     (薬       1)弘 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54520,4068,0 木城薬局 〒884-0101 0983-32-2770有限会社　佐藤幹薬局黒木　慎也 平24. 5. 1他   薬局
     児湯郡木城町高城３８４８－３ 常　勤:    2　代表取締役　黒木　 移動 現存
     (薬       2)慎也 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54620,4069,8 ひまわり薬局高鍋上江〒884-0006 0983-35-3511有限会社　サン薬局　加藤　正浩 平24. 7. 1他   薬局
     店 児湯郡高鍋町大字上江字西畑田８常　勤:    3代表取締役　奥田　弘 新規 現存
     ２８０－３ (薬       3)幸 平24. 7. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54720,4071,4 おすず調剤薬局 〒884-0002 0983-22-1832株式会社ひむかメディ松浦　久恵 平27. 6. 1調剤 薬局
     児湯郡高鍋町北高鍋７８４番地４常　勤:    2カル　代表取締役　永 移動 現存
     (薬       2)田　寛之 平27. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
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  54820,4072,2 メディカル薬局　新富〒889-1403 0983-21-5151有限会社メディカルケ熊谷　元晴 平27. 9. 1調剤 薬局
     店 児湯郡新富町大字上富田字八反田常　勤:    1ア　代表取締役　梶本 新規 現存
     下３３３７番１ (薬       1)　九州男 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54920,4073,0 あやめ薬局 〒884-0006 0983-32-7070株式会社あやめ薬局　海老原　亮 平28.10. 1調剤 薬局
     児湯郡高鍋町大字上江字堂ヶ瀬２常　勤:    2代表取締役　森重　勝 組織変更 現存
     ０７番地８ (薬       2)雄 平28.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55020,4074,8 やました薬局新富店 〒889-1413 0983-32-1616有限会社やました薬局高井　祐志 平29.10. 1 薬局
     児湯郡新富町富田西２丁目２番３常　勤:    1　代表取締役　山下　 新規 現存
     (薬       1)泰弘 平29.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55120,4075,5 富高薬局　Ｇｒａｎｄ〒889-1201 0983-32-6512企業組合富高薬局　代岩本　恭平 平30. 4. 1 薬局
     　Ｔｓｕｎｏ 児湯郡都農町大字川北５２０２番常　勤:    3表理事　福森　正郎 新規 現存
     地 (薬       3) 平30. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55221,4007,6 安光薬局 〒889-0621 0982-63-1222安光　秀則 安光　秀則 昭54. 9. 1 薬局
     東臼杵郡門川町東栄町２丁目１番常　勤:    1 現存
     １号 (薬       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55321,4009,2 フクハラ薬局門川店 〒889-0621 0982-63-0378株式会社フクハラ薬局黒木　武 昭60. 3. 1 薬局
     東臼杵郡門川町東栄町４丁目５番常　勤:    1　代表取締役　福原　 現存
     地１２号 (薬       1)萌 平30. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55421,4012,6 有限会社東美薬局 〒889-0611 0982-63-1008有限会社東美薬局　代濱本　政司 平 3. 8. 1 薬局
     東臼杵郡門川町大字門川尾末８６常　勤:    1表取締役　濱本　政司 現存
     ００番地３８ (薬       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55521,4017,5 富高薬局西郷支店 〒883-1101 0982-68-2510企業組合富高薬局　理富井　健司 平12. 7. 1 薬局
     東臼杵郡美郷町西郷区田代５４番常　勤:    2事長　福森　正郎 新規 現存
     地 (薬       2) 平24. 7. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  55621,4023,3 そうごう薬局　日向店〒889-0616 0982-68-0112総合メディカル株式会髙森　靖史 平16. 2. 1 薬局
     東臼杵郡門川町南町４丁目１４７常　勤:    1社　代表取締役　坂本 新規 現存
     番地 (薬       1)　賢治 平28. 2. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55721,4024,1 日向市・東臼杵郡薬剤〒889-0616 0982-63-7180一般社団法人　日向市經澤　千鶴 平16. 4. 1 薬局
     師会　会営薬局 東臼杵郡門川町南町４丁目１４８常　勤:    3・東臼杵郡薬剤師会　 新規 現存
     番地 (薬       3)代表理事　猿川　隆文 平28. 4. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55821,4025,8 きむら薬局 〒889-0601 0982-63-7774有限会社　共立薬品　木村　洋 平16. 5. 1 薬局
     東臼杵郡門川町須賀崎１丁目４１常　勤:    1木村　洋 新規 現存
     番地 (薬       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55921,4026,6 あんず薬局 〒889-0616 0982-50-4427有限会社　さくら調剤中村　宏典 平16.12. 1 薬局
     東臼杵郡門川町南町２丁目２０番常　勤:    3薬局　代表取締役　上 新規 現存
     地３ (薬       3)別府　正悟 平28.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56021,4027,4 南薬局 〒889-0613 0982-63-1024南　俊孝 南　俊孝 平19. 1. 1他   薬局
     東臼杵郡門川町本町２丁目６３番常　勤:    1 交代 現存
     地 (薬       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56121,4030,8 あおば薬局 〒883-1301 0982-65-1007株式会社　あおば　代荒木　泰雄 平24. 4. 1他   薬局
     東臼杵郡諸塚村家代３０６５－４常　勤:    1表取締役　板東　理仁 移動 現存
     (薬       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56221,4031,6 みかど薬局 〒883-0306 0982-68-4808有限会社美徳　代表取平井　志歩 平29. 7. 1 薬局
     東臼杵郡美郷町南郷神門字長堀１常　勤:    1締役　江藤　憲治 組織変更 現存
     ０８２－１ (薬       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56322,4002,5 Ｄ・ＭＬ五ヶ瀬調剤薬〒882-1203 0982-73-5455株式会社ディ・エムエ永野　正文 平14. 4. 1他   薬局
     局 西臼杵郡五ケ瀬町大字三ケ所２１常　勤:    1ル　代表取締役　松田 新規 現存
     １９番地８ (薬       1)　浩一 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
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  56422,4003,3 すずらん調剤薬局 〒882-1101 0982-72-9155有限会社　メディカル石塚　秀孝 平16.10. 1 薬局
     西臼杵郡高千穂町大字三田井５０常　勤:    5・カグラ　代表取締役 新規 現存
     ９番地３ (薬       5)　佐藤　一子 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56522,4004,1 さくら調剤薬局　高千〒882-1101 0982-72-9101アドバンス株式会社　前畑　佑亮 平17. 8. 1他   薬局
     穂店 西臼杵郡高千穂町三田井５０６－常　勤:    4代表取締役　齋藤　健 新規 現存
     １ (薬       4) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56622,4007,4 たかちほ薬局 〒882-1101 0982-72-9533原田　快明 原田　快明 平30. 2. 1 薬局
     西臼杵郡高千穂町大字三田井４３常　勤:    2 組織変更 現存
     ７－１ (薬       2) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


