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    1014,045,1 有限会社　野田薬局 〒850-0852 095-822-1697有限会社　野田薬局　野田　武幸 昭32.11. 1 薬局
     長崎市万屋町５－１ 常　勤:    3代表取締役　野田　武 新規 現存
     (薬       3)幸 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2014,124,4 鍵屋薬局 〒850-0801 095-824-4070有限会社　鍵屋薬品本向江　俊彦 昭50. 9. 1 薬局
     長崎市八幡町５－２ 常　勤:    2舗　代表取締役　福地 新規 現存
     (薬       2)　弘充 平29. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3014,140,0 フジ調剤薬局 〒850-0842 095-825-5937有限会社　フジ調剤薬松本　早苗 昭52. 2. 1 薬局
     長崎市新地町４－１１ 常　勤:    3局　代表取締役　藤村 新規 現存
     (薬       3)　尚賢 平28. 2. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    4014,143,4 樺島薬局 〒850-0034 095-825-8498有限会社　フジ調剤薬原田　英徳 平 9. 5. 6 薬局
     長崎市樺島町６－１８ 常　勤:    2局　代表取締役　藤村 移転 現存
     (薬       2)　尚賢 平30. 5. 6
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    5014,161,6 魚の町調剤薬局 〒850-0874 095-825-2931有限会社エム．アンド桑畑　義治 平11. 5.31 薬局
     長崎市魚の町７－３０ 常　勤:    2．エム　代表取締役　 移転 現存
     (薬       2)桑畑　義治 平29. 5.31
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    6014,184,8 佐藤薬局 〒850-0062 095-861-3735佐藤　信介 佐藤　信介 昭54. 9.29 薬局
     長崎市大谷町３－４ 常　勤:    1 移転 現存
     (薬       1) 平24. 9.29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    7014,214,3 有限会社　丸一薬局 〒852-8107 095-844-1825有限会社　丸一薬局　水野　和美 昭55. 8.28 薬局
     長崎市浜口町１０－１５ 常　勤:    2代表取締役　水野　和 新規 現存
     (薬       2)美 平28. 8.28
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    8014,240,8 宇都宮薬局「スワ」 〒850-0029 095-828-1478有限会社　宇都宮薬局宇都宮　和良 昭56.11.25 薬局
     長崎市八百屋町４－１ 常　勤:    1　代表取締役　宇都宮 新規 現存
     (薬       1)　和良 平29.11.25
     非常勤:    2
     (薬       2)
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    9014,241,6 わかば薬局 〒852-8137 095-849-1226有限会社わかば薬局　豆谷　佳子 昭56.11.26 薬局
     長崎市若葉町１６－１７ 常　勤:    3代表取締役　中村　保 新規 現存
     (薬       3) 平29.11.26
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   10014,286,1 山中薬局 〒850-0001 095-823-6397山中　國暉 山中　みちよ 昭58. 8. 8 薬局
     長崎市西山２丁目９－１ 常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平28. 8. 8
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   11014,288,7 鍵屋宮の下調剤薬局 〒850-0025 095-822-9922有限会社　鍵屋薬品本福地　弘充 昭58.11. 1 薬局
     長崎市今博多町４３－３ 常　勤:    1舗　代表取締役　福地 新規 現存
     (薬       1)　弘充 平28.11. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   12014,298,6 さつき調剤薬局 〒852-8031 095-844-2260有限会社堀薬局　代表町田　美和 昭59. 2. 1 薬局
     長崎市三芳町５－２７ 常　勤:    1取締役　堀　敏彦 新規 現存
     (薬       1) 平29. 2. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   13014,311,7 彦見調剤薬局 〒850-0804 095-826-6004有限会社　長崎ファー高橋　絹枝 昭59. 5.21 薬局
     長崎市彦見町２８－４ 常　勤:    1マシー　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)髙橋　絹枝 平29. 5.21
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   14014,312,5 一般財団法人輔仁会薬〒852-8102 095-844-9080一般財団法人輔仁会　千馬　朋子 昭59. 8. 6 薬局
     局 長崎市坂本１丁目８－２２ 常　勤:    1理事長　松林　聰 新規 現存
     (薬       1) 平29. 8. 6
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   15014,313,3 上田薬局有限会社 〒852-8125 095-844-7920上田薬局有限会社　代上田　美知子 昭59. 8.13 薬局
     長崎市小峰町３－８ 常　勤:    3表取締役　上田　展也 新規 現存
     (薬       3) 平29. 8.13
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   16014,327,3 塩塚薬局 〒852-8046 095-846-5479田原　務 田原　利恵子 昭60. 8. 8 薬局
     長崎市柳谷町５－１３ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平24. 8. 8
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   17014,330,7 よしむら薬局 〒850-0876 095-822-5150吉村　常久 吉村　常久 昭60.10.11 薬局
     長崎市賑町３－３ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平24.10.11
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   18014,334,9 野原薬局 〒850-0877 095-827-6883野原　具良 野原　具良 平29. 7.31調剤 薬局
     長崎市築町３－１ 常　勤:    1 移転 現存
     (薬       1) 平29. 7.31
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   19014,340,6 なかむら薬局 〒852-8135 095-846-3870中村　珠江 中村　珠江 平 3.11. 1 薬局
     長崎市千歳町５－１ 常　勤:    2 移転 現存
     (薬       2) 平24.11. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   20014,352,1 宝町薬局 〒850-0045 095-844-0384有限会社朝倉商事　代松永　知彦 平29. 5. 1調剤 薬局
     長崎市宝町５－５宝ビル１Ｆ 常　勤:    3表取締役　松永　知彦 移転 現存
     (薬       3) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   21014,355,4 有限会社　三星堂薬局〒852-8107 095-844-1413有限会社　三星堂薬局原　陽介 昭62. 5.14 薬局
     長崎市浜口町１４－１９ 常　勤:    4　代表取締役　濱田　 新規 現存
     (薬       4)裕子 平29. 5.14
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   22014,357,0 平和町調剤薬局 〒852-8116 095-849-5258有限会社　堀薬局　代堀　敏彦 昭62. 6.22 薬局
     長崎市平和町８－６ 常　勤:    1表取締役　堀　敏彦 新規 現存
     (薬       1) 平29. 6.22
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   23014,367,9 松山電停調剤薬局 〒852-8118 095-847-9437有限会社　松調企画　大坪　純子 昭63. 1. 1 薬局
     長崎市松山町３－２ 常　勤:    1代表取締役　松平　太 新規 現存
     (薬       1)治 平30. 1. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   24014,371,1 クボ調剤薬局 〒850-0832 095-828-2156有限会社　クボ調剤薬久保　秀之 昭63. 6. 1 薬局
     長崎市油屋町１－３６石橋ビル１常　勤:    3局　代表取締役　久保 移転 現存
     階南側 (薬       3)　秀之 平30. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   25014,377,8 こんどう薬局 〒852-8003 095-862-4961有限会社　泰西堂　代近藤　章子 昭63.12. 1 薬局
     長崎市旭町１７－１６ 常　勤:    1表取締役　近藤　章子 移転 現存
     (薬       1) 平27.12. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   26014,386,9 くすの木薬局 〒850-0963 095-879-1233くすの木薬局有限会社橋間　眞理子 平元. 8. 1 薬局
     長崎市ダイヤランド２丁目２１－常　勤:    1　代表取締役　橋間　 新規 現存
     ３ (薬       1)眞理子 平28. 8. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   27014,391,9 長崎市薬剤師会調剤薬〒850-0032 095-821-9986一般社団法人　長崎市川上　眞理子 平14. 4. 1 薬局
     局 長崎市興善町７番１９号 常　勤:    1薬剤師会　会長　井手 移転 現存
     (薬       1)　陽一 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   28014,397,6 サン調剤薬局 〒850-0841 095-821-8305有限会社　サン薬局　大谷　りか 平元.11. 2 薬局
     長崎市銅座町４－６ 常　勤:    3代表取締役　西岡　江 移転 現存
     (薬       3)里 平28.11. 2
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   29014,398,4 保険調剤薬局　唐薬一〒852-8017 095-862-2441有限会社　薬舗　唐薬中村　政晴 平 9. 2.24 薬局
     二宝栄店 長崎市岩見町１８番３０号 常　勤:    1一二　代表取締役　岩 移転 現存
     (薬       1)崎　一成 平30. 2.24
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   30014,400,8 オオタ調剤薬局 〒852-8145 095-845-6761有限会社　太田健康堂山田　夢歌 平 2. 1. 1 薬局
     長崎市昭和町１丁目１０－３２ 常　勤:    2　取締役　太田　充穂 組織変更 現存
     (薬       2) 平29. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   31014,401,6 有限会社　浜町薬局 〒850-0853 095-824-8848有限会社　浜町薬局　松永　安子 平 2. 1. 8 薬局
     長崎市浜町６－７３ 常　勤:    2代表取締役　松永　安 新規 現存
     (薬       2)子 平29. 1. 8
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   32014,406,5 水の浦薬局有限会社 〒850-0061 095-861-6116水の浦薬局有限会社　榎園　康二 平11. 8. 9 薬局
     長崎市水の浦町４番６号 常　勤:    1代表取締役　酒井　勝 移転 現存
     (薬       1)也 平29. 8. 9
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   33014,412,3 有限会社　小嶺薬局 〒850-0904 095-822-0602有限会社　小嶺薬局　小嶺　弘司 平 2. 8. 1 薬局
     長崎市船大工町１－１５ 常　勤:    2代表取締役　小嶺　弘 組織変更 現存
     (薬       2)司 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   34014,415,6 しげみ薬局 〒852-8061 095-857-3592有限会社牧薬品　代表牧　重彬 平19.11. 5 薬局
     長崎市滑石１－２－７ 常　勤:    1取締役　牧　重光 移転 現存
     (薬       1) 平25.11. 5
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   35014,416,4 ＡＧ薬局 〒851-2211 095-850-4656吉永　英二 吉永　英二 平 2.11.16 薬局
     長崎市京泊３丁目３１番６号 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平29.11.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   36014,422,2 有限会社　アポテーケ〒852-8107 095-844-9658有限会社　アポテーケ吉野　敦子 平 3. 4. 1 薬局
     浜口町薬局 長崎市浜口町３－１１ 常　勤:    3浜口町薬局　代表取締 組織変更 現存
     (薬       3)役　桑山　和之 平30. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   37014,423,0 太田健康堂薬局 〒852-8131 095-847-6533有限会社太田健康堂　太田　充穂 平19. 9. 1 薬局
     長崎市文教町５－２４ 常　勤:    1取締役　太田　充穂 移転 現存
     (薬       1) 平25. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)



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

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表［長崎県］

［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     6 頁

   38014,424,8 昭和通薬局 〒852-8154 095-842-1255有限会社白十字薬局　稲田　和代 平28. 2. 1調剤 薬局
     長崎市住吉町２番２６号 常　勤:    3代表取締役　中村　保 移転 現存
     (薬       3)晴 平28. 2. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   39014,427,1 山田薬局 〒851-0115 095-837-1101山田　三和子 山田　良平 平 3. 6.28 薬局
     長崎市かき道３丁目３－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平30. 6.28
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   40014,430,5 有限会社　にんじん堂〒852-8133 095-843-1007有限会社　にんじん堂岡　嘉徳 平 3.10. 1 薬局
     薬局 長崎市本原町２－２　中山ビル１常　勤:    3薬局　代表取締役　岡 組織変更 現存
     Ｆ１０２号 (薬       3)　嘉徳 平24.10. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   41014,435,4 とまと薬局 〒852-8117 095-843-1483有限会社トマト・ファ本多　竜也 平 4. 1.16 薬局
     長崎市平野町２３番６号　 常　勤:    3ーマシー　代表取締役 新規 現存
     (薬       3)　宮城　正芳 平28. 1.16
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   42014,442,0 有限会社アリス薬局 〒850-0992 095-879-5330有限会社アリス薬局　松久　千代子 平24.11. 5 薬局
     長崎市江川町２３２ 常　勤:    4取締役　松久　千代子 移転 現存
     (薬       4) 平24.11. 5
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   43014,443,8 たんぽぽ薬局 〒850-0918 095-820-7136有限会社　長崎健康企宮崎　光二 平15. 9. 1 薬局
     長崎市大浦町９番３１号　瑠璃庵常　勤:    4画　代表取締役　藤木 移転 現存
     ビル１Ｆ (薬       4)　郁子 平27. 9. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   44014,444,6 ひかり町薬局 〒852-8008 095-862-4927有限会社　ひかり町薬長橋　千秋 平 9. 6. 2 薬局
     長崎市曙町３－１０ 常　勤:    1局　代表取締役　長橋 移転 現存
     (薬       1)　千秋 平30. 6. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   45014,446,1 ホンダ薬局 〒850-0018 095-824-8884有限会社　ホンダ薬局本多　裕子 平 4. 9. 7 薬局
     長崎市伊勢町２－７ 常　勤:    1　代表取締役　本多　 組織変更 現存
     (薬       1)裕子 平28. 9. 7
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   46014,448,7 日之出調剤薬局 〒852-8034 095-845-2028有限会社　日之出薬局大西　裕子 平 4.10.19 薬局
     長崎市城栄町１４－７ 常　勤:    4　代表取締役　中原　 新規 現存
     (薬       4)潜 平28.10.19
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   47014,452,9 鳴滝薬局 〒850-0016 095-825-0445有限会社　鳴滝薬局　百岳　妙 平 4.12. 1 薬局
     長崎市夫婦川町１－３ 常　勤:    4代表取締役　百岳　妙 組織変更 現存
     (薬       4) 平28.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   48014,453,7 正和薬局 〒852-8035 095-849-1400有限会社　正和薬局　姉川　正和 平 4.12. 1 薬局
     長崎市油木町８－５３ 常　勤:    2代表取締役　姉川　正 新規 現存
     (薬       2)和 平28.12. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   49014,460,2 大浦中央調剤薬局 〒850-0922 095-828-1193有限会社　中村調剤薬中村　博 平 5. 7. 1 薬局
     長崎市相生町２－２ 常　勤:    2局　代表取締役　中村 組織変更 現存
     (薬       2)　優 平29. 7. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   50014,461,0 センター薬局 〒852-8061 095-856-7720有限会社　センター薬田添　健介 平 5. 7. 1 薬局
     長崎市滑石５丁目１－２２ 常　勤:    1局　取締役　田添　健 組織変更 現存
     (薬       1)介 平29. 7. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   51014,462,8 順天堂調剤薬局 〒851-1137 095-841-0893有限会社　順天堂　代立石　慎一郎 平 5. 7. 6 薬局
     長崎市式見町１８８ 常　勤:    1表取締役　立石　慎一 組織変更 現存
     (薬       1)郎 平29. 7. 6
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   52014,463,6 有限会社　つばさ薬局〒852-8024 095-862-1879有限会社つばさ薬局　藤島　さとみ 平 9. 5.19 薬局
     長崎市花園町１５－１５ 常　勤:    1代表取締役　藤島　さ 移転 現存
     (薬       1)とみ 平30. 5.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   53014,465,1 広馬場薬局 〒850-0905 095-827-7240株式会社ヤクシンＰＧ竹下　公人 平17. 3. 1 薬局
     長崎市籠町２－３５ 常　勤:    3　代表取締役　藤本　 移転 現存
     (薬       3)明弘 平29. 3. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   54014,472,7 かえで薬局 〒852-8154 095-843-3838有限会社　かえで薬局博多屋　幸治 平 6. 3.30 薬局
     長崎市住吉町４－３ 常　勤:    1　代表取締役　博多屋 新規 現存
     (薬       1)　幸治 平30. 3.30
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   55014,473,5 フジミ薬局 〒852-8022 095-862-2180有限会社　牧薬品　代田中　裕史 平 6. 4. 1 薬局
     長崎市富士見町３－２７ 常　勤:    1表取締役　牧　重光 新規 現存
     (薬       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   56014,476,8 光永薬局　畝刈店 〒851-2211 095-850-6671有限会社　光永薬品　光永　勝治 平 6. 6.13 薬局
     長崎市京泊３丁目３１番３号 常　勤:    1代表取締役　光永　恵 新規 現存
     (薬       1) 平30. 6.13
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   57014,477,6 正和薬局　大学前店 〒852-8137 095-842-3390有限会社　正和薬局　鍵本　久里子 平 6. 7. 1 薬局
     長崎市若葉町１－２８ 常　勤:    1代表取締役　姉川　正 新規 現存
     (薬       1)和 平24. 7. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   58014,478,4 花丘町調剤薬局 〒852-8153 095-844-1758有限会社　長崎健康企兒玉　美由紀 平 7. 1.23 薬局
     長崎市花丘町１３－２４ 常　勤:    3画　代表取締役　藤木 移転 現存
     (薬       3)　郁子 平28. 1.23
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   59014,483,4 シーボルト通り薬局 〒850-0015 095-820-9070有限会社　シーボルト松尾　英俊 平 7. 5. 1 薬局
     長崎市桜馬場１丁目２－１３ 常　勤:    4通り薬局　代表取締役 移転 現存
     (薬       4)　松尾　英俊 平28. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   60014,485,9 名切薬局 〒851-0241 095-836-2100有限会社　めいてつ　木村　清 平 6.12. 1 薬局
     長崎市茂木町１５９０－１６５ 常　勤:    3代表取締役　宮城　正 組織変更 現存
     (薬       3)芳 平27.12. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   61014,486,7 わかな薬局 〒851-0241 095-836-1133有限会社　めいてつ　廣石　雅司 平 6.12. 1 薬局
     長崎市茂木町２１７２－８ 常　勤:    1代表取締役　宮城　正 組織変更 現存
     (薬       1)芳 平27.12. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   62014,487,5 さくら薬局　住吉店 〒852-8156 095-843-1688株式会社　トータル・谷脇　大介 平 7. 1. 4 薬局
     長崎市赤迫１丁目２－１１ 常　勤:    2メディカルサービス　 新規 現存
     (薬       2)代表取締役　錦戸　裕 平28. 1. 4
     非常勤:    6幸
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   63014,489,1 岩屋橋薬局 〒852-8134 095-846-5876有限会社　健祥堂　代原　冴子 平21. 9.28 薬局
     長崎市大橋町７－１７ 常　勤:    2表取締役　原　繁裕 移転 現存
     (薬       2) 平27. 9.28
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   64014,491,7 オーケー薬局 〒850-0841 095-827-3361有限会社オーケー薬局工藤　恵美 平25. 7.16 薬局
     長崎市銅座町２番１５号ＮＫイリ常　勤:    6　代表取締役　大間　 移転 現存
     スビル１階 (薬       6)賢一 平25. 7.16
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   65014,493,3 しのはら薬局 〒850-0033 095-824-6475有限会社　しのはら薬篠原　郁夫 平 7. 4. 1 薬局
     長崎市万才町２－２８ 常　勤:    1局　代表取締役　篠原 組織変更 現存
     (薬       1)　郁夫 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   66014,494,1 薬局くすりのクボ 〒850-0832 095-828-3145有限会社　クボ調剤薬福嶋　光匤 平 7. 4. 1 薬局
     長崎市油屋町１－３６石橋ビル１常　勤:    1局　代表取締役　久保 新規 現存
     Ｆ北側 (薬       1)　秀之 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   67014,495,8 株式会社　福江薬局長〒850-0992 095-879-3033株式会社　福江薬局長松尾　智子 平 7. 4. 1 薬局
     崎 長崎市江川町１２０－６ 常　勤:    3崎　代表取締役　松本 新規 現存
     (薬       3)　和也 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   68014,496,6 鶴丸薬局 〒850-0984 095-878-6607有限会社　丸木薬品　丸木　寿郎 平 7. 4. 7 薬局
     長崎市鶴見台１丁目１０－１ 常　勤:    3代表取締役　丸木　寿 新規 現存
     (薬       3)郎 平28. 4. 7
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   69014,498,2 たしろ薬局 〒852-8154 095-849-6803有限会社　たしろ薬局田代　浩幸 平 7. 5. 1 薬局
     長崎市住吉町２－１６ 常　勤:    2　代表取締役　田代　 組織変更 現存
     (薬       2)浩幸 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   70014,503,9 茂里町薬局 〒852-8105 095-847-3301溝田　泰正 溝田　泰正 平 9.12. 9 薬局
     長崎市目覚町５番１９号 常　勤:    1 移転 現存
     (薬       1) 平27.12. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   71014,504,7 オリーヴ薬局 〒852-8134 095-843-0850有限会社　にんじん堂松下　妙子 平 7. 5.29 薬局
     長崎市大橋町１５－３ 常　勤:    1薬局　代表取締役　岡 新規 現存
     (薬       1)　嘉徳 平28. 5.29
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   72014,507,0 有限会社　竹の久保調〒852-8014 095-861-2288有限会社竹の久保調剤永野　道子 平 7. 8. 1 薬局
     剤薬局 長崎市竹の久保町１－６ 常　勤:    1薬局　取締役　永野　 組織変更 現存
     (薬       1)元 平28. 8. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   73014,509,6 有限会社　海岸通り薬〒850-0862 095-823-3357有限会社海岸通り薬局井手　厚子 平 7.10. 1 薬局
     局 長崎市出島町１２－２６橋本ビル常　勤:    1　代表取締役　井手　 新規 現存
     １Ｆ (薬       1)陽一 平28.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   74014,512,0 グリーン薬局 〒852-8136 095-845-1915有限会社あじさい調剤平山　道子 平 7.11. 1 薬局
     長崎市家野町８－２ 常　勤:    1薬局　代表取締役　松 新規 現存
     (薬       1)平　太治 平28.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   75014,514,6 あかつき薬局 〒851-2211 095-850-3688有限会社あかつき　代川口　和久 平 7.12. 1 薬局
     長崎市京泊３丁目３１番１２号 常　勤:    1表取締役　川口　和久 新規 現存
     (薬       1) 平28.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   76014,515,3 牟田薬局 〒851-0133 095-838-2041有限会社番所橋ファー牟田　保英 平28. 9.18調剤 薬局
     長崎市矢上町２番３号 常　勤:    2マシー　代表取締役　 移転 現存
     (薬       2)牟田　保英 平28. 9.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   77014,516,1 ユウアイ薬局柳田町店〒850-0982 095-878-0258株式会社ユウアイメデ奥山　達也 平 8. 3. 4 薬局
     長崎市柳田町４０番地の１ 常　勤:    1ィカル　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)西川　良一朗 平29. 3. 4
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   78014,518,7 滑石薬局（北陽店） 〒852-8061 095-857-3958有限会社滑石薬局　代山筋　睦美 平 8. 4. 1 薬局
     長崎市滑石４丁目５番７号 常　勤:    2表取締役　森本　仁 組織変更 現存
     (薬       2) 平29. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   79014,520,3 滑石薬局 〒852-8061 095-856-2060有限会社滑石薬局　代登本　優子 平 8. 4. 1 薬局
     長崎市滑石５丁目１番１５号 常　勤:    2表取締役　森本　仁 組織変更 現存
     (薬       2) 平29. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   80014,521,1 キティー薬局 〒852-8034 095-843-3194有限会社キティー薬局和泉　玲子 平 8. 5. 1 薬局
     長崎市城栄町１７番１７号 常　勤:    1　代表取締役　和泉　 新規 現存
     (薬       1)玲子 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   81014,522,9 まい薬局 〒852-8052 095-856-3199株式会社　飛鳥調剤薬村田　慶則 平 8. 6. 1 薬局
     長崎市岩屋町２５番１号 常　勤:    3局　代表取締役　野田 新規 現存
     (薬       3)　真幸 平29. 6. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   82014,523,7 長崎市薬剤師会薬局 〒850-0842 095-820-8402一般社団法人長崎市薬小宮　昌子 平 8. 6.17 薬局
     長崎市新地町５－６ 常　勤:    1剤師会　会長　井手　 新規 現存
     (薬       1)陽一 平29. 6.17
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   83014,525,2 出島薬局 〒850-0842 095-820-5610有限会社　出島ファー馬場　貞雄 平 8. 6.27 薬局
     長崎市新地町５－４サンビル橋本常　勤:    2マシー　代表取締役　 新規 現存
     １階１号 (薬       2)馬場　貞雄 平29. 6.27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   84014,526,0 有限会社さいかわ薬局〒852-8155 095-844-4688有限会社　さいかわ薬嶋田　美樹 平22.11. 8 薬局
     長崎市中園町７－１５ 常　勤:    2局　代表取締役　嶋田 移転 現存
     (薬       2)　美樹 平28.11. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   85014,527,8 マキ薬局 〒850-0905 095-820-9196有限会社　牧薬品　代牧　重光 平15. 3. 3 薬局
     長崎市籠町７－１７ 常　勤:    3表取締役　牧　重光 移転 現存
     (薬       3) 平27. 3. 3
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   86014,529,4 順天堂調剤薬局　富士〒852-8022 095-861-0641有限会社順天堂　代表西村　謙一 平 8.10. 1 薬局
     見店 長崎市富士見町１－７山口ハイツ常　勤:    1取締役　立石　慎一郎 新規 現存
     １０１ (薬       1) 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   87014,535,1 フェニックス薬局 〒851-0103 095-839-0969有限会社　フェニック野田　一也 平13. 1. 8 薬局
     長崎市中里町１２８２ー１５ 常　勤:    1ス薬局　代表取締役　 移転 現存
     (薬       1)野田　一也 平25. 1. 8
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   88014,538,5 有限会社　モリヤマ薬〒851-0301 095-871-4363有限会社モリヤマ薬局森山　香乃 平 9. 2. 1 薬局
     局 長崎市深堀町３丁目２８６－６ 常　勤:    2　代表取締役　森山　 組織変更 現存
     (薬       2)隆一 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   89014,542,7 ななしま薬局 〒852-8143 095-843-1460有限会社ななしま薬局今泉　宗子 平10. 4. 1 薬局
     長崎市川平町１２０２ 常　勤:    2　代表取締役　七嶋　 移転 現存
     (薬       2)和孝 平28. 4. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   90014,543,5 有限会社　つりがね堂〒850-0842 095-823-1649有限会社つりがね堂薬福島　聡 平 9. 7. 1 薬局
     薬局 長崎市新地町１１－１１ 常　勤:    1局　代表取締役　福島 組織変更 現存
     (薬       1)　聡 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   91014,544,3 ペンギン薬局 〒850-0836 095-825-8775中村　美喜子 中村　美喜子 平 9. 7. 1 薬局
     長崎市中小島２－４－２８ 常　勤:    2 移転 現存
     (薬       2) 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   92014,545,0 中島川薬局 〒850-0873 095-823-5110株式会社メディウェイ中尾　有里 平 9. 7. 1 薬局
     長崎市諏訪町６－７ 常　勤:    1ブ　代表取締役　稲本 新規 現存
     (薬       1)　真吾 平24. 7. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   93014,547,6 渕町調剤薬局 〒852-8012 095-861-8459元岡　憲治 金澤　美香 平17.10. 1 薬局
     長崎市淵町５－５ 常　勤:    1 移転 現存
     (薬       1) 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   94014,551,8 西町調剤薬局 〒852-8041 095-844-8884有限会社西町調剤薬局福山　恵子 平 9.10.20 薬局
     長崎市清水町１２－３山廣ビル 常　勤:    2　代表取締役　福山　 新規 現存
     (薬       2)孝信 平24.10.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   95014,553,4 城栄町薬局 〒852-8034 095-842-1945有限会社メディカルプ渡邉　洋子 平18.12. 1 薬局
     長崎市城栄町３２－２４ 常　勤:    2ラン　代表取締役　秋 移転 現存
     (薬       2)山　寿彦 平24.12. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   96014,555,9 有限会社　山形薬局 〒850-0952 095-878-3781有限会社山形薬局　代山形　浩介 平 9.11. 1 薬局
     長崎市戸町４丁目１ー２０ 常　勤:    1表取締役　山形　浩介 組織変更 現存
     (薬       1) 平24.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   97014,556,7 はら薬局 〒851-0116 095-838-7123有限会社健祥堂　代表原　繁裕 平 9.10.22 薬局
     長崎市東町１７３２－２ 常　勤:    2取締役　原　繁裕 新規 現存
     (薬       2) 平24.10.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   98014,557,5 はまさき薬局 〒850-0018 095-832-2160有限会社はまさき薬局濵崎　利彦 平10. 3. 8 薬局
     長崎市伊勢町４番１０号　江口ビ常　勤:    1　代表取締役　濵崎　 新規 現存
     ル１Ｆ (薬       1)利彦 平28. 3. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   99014,558,3 三星堂調剤薬局 〒852-8107 095-843-7988有限会社　三星堂薬局松村　隆彦 平22. 5. 6 薬局
     長崎市浜口町１３－８ 常　勤:    3　代表取締役　濱田　 移転 現存
     (薬       3)裕子 平28. 5. 6
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  100014,559,1 上戸町調剤薬局 〒850-0953 095-879-5796有限会社けんしん堂　清水　美由紀 平10. 4. 1 薬局
     長崎市上戸町２丁目８番１４号 常　勤:    3代表取締役　古澤　憲 新規 現存
     (薬       3)次 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  101014,563,3 竹谷健寿堂 〒850-0853 095-822-6605竹谷　和子 塚本　鏡香 平10. 4.17 薬局
     長崎市浜町７ー７ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平28. 4.17
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  102014,564,1 天本愛命堂薬局 〒852-8061 095-856-2389天本　祐世 天本　祐世 平10. 5.20 薬局
     長崎市滑石３丁目１４ー２４ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平28. 5.20
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  103014,565,8 ひまわり薬局 〒850-0861 095-824-5817有限会社　泰栄メディ眞弓　大助 平16. 1. 1 薬局
     長崎市江戸町４番３号　円口ビル常　勤:    4カル　代表取締役　西 移転 現存
     １Ｆ (薬       4)村　泰徳 平28. 1. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  104014,567,4 ミヤギ薬局 〒850-0851 095-828-2986有限会社ミヤギ薬局　杉本　さつき 平10. 7. 1 薬局
     長崎市古川町３ー１０ 常　勤:    2代表取締役　宮城　正 新規 現存
     (薬       2)芳 平28. 7. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
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  105014,568,2 西山通り薬局 〒850-0001 095-824-5404有限会社隆昌堂　代表西村　美穂 平10. 7. 1 薬局
     長崎市西山２丁目１０ー１２ 常　勤:    1取締役　西村　昌隆 組織変更 現存
     (薬       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  106014,570,8 プラス１薬局 〒851-0134 095-839-8700有限会社プラスワン薬田中　嘉奈子 平10. 7. 1 薬局
     長崎市田中町７６ー１３ 常　勤:    1品　代表取締役　伊藤 その他 現存
     (薬       1)　健一 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  107014,571,6 隆昌堂薬局 〒852-8154 095-843-2108有限会社　隆昌堂　代西村　昌隆 平12. 3. 1 薬局
     長崎市住吉町４－１２－１０１ 常　勤:    1表取締役　西村　昌隆 移転 現存
     (薬       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  108014,572,4 有限会社　ホシ薬局 〒850-0017 095-822-3805有限会社ホシ薬局　代帆士　晃太郎 平10. 7. 7 薬局
     長崎市新大工町１番８号 常　勤:    2表取締役　帆士　晃太 組織変更 現存
     (薬       2)郎 平28. 7. 7
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  109014,573,2 まゆ薬局 〒852-8061 095-856-5011有限会社まゆ薬局　代中村　佳子 平10. 7.15 薬局
     長崎市滑石３丁目１９番１０号田常　勤:    1表取締役　中村　佳子 新規 現存
     川ビル１Ｆ (薬       1) 平28. 7.15
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  110014,574,0 有限会社　あさがお薬〒850-0954 095-833-5066有限会社　あさがお薬田中　由美子 平13. 5. 2 薬局
     局 長崎市新戸町２丁目２ー３０ 常　勤:    2局　代表取締役　田中 その他 現存
     (薬       2)　由美子 平25. 5. 2
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  111014,575,7 シーサイド薬局 〒850-0961 095-833-5977株式会社ヤクシンＰＧ浦田　悠希 平10.10. 1 薬局
     長崎市小ケ倉町３丁目８７番地１常　勤:    3　代表取締役　藤本　 新規 現存
     (薬       3)明弘 平28.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  112014,577,3 みちのお薬局 〒852-8053 095-856-2887株式会社飛鳥調剤薬局馬場　直美 平10.11. 1 薬局
     長崎市葉山１丁目５番２号第一浜常　勤:    8　代表取締役　野田　 新規 現存
     福ビル１Ｆ (薬       8)真幸 平28.11. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  113014,582,3 宮﨑薬局 〒852-8116 095-844-0317有限会社宮﨑薬局　代宮﨑　理惠 平11. 1. 1 薬局
     長崎市平和町１０ー１ 常　勤:    1表取締役　宮﨑　長一 組織変更 現存
     (薬       1)郎 平29. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  114014,583,1 宮﨑薬局バス通り店 〒852-8116 095-848-2512有限会社宮﨑薬局　代宮崎　長一郎 平11. 1. 1 薬局
     長崎市平和町１１番１３号１階 常　勤:    1表取締役　宮﨑　長一 組織変更 現存
     (薬       1)郎 平29. 1. 1
     非常勤:   12
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  115014,587,2 丸山通り薬局 〒850-0901 095-832-2366有限会社丸山通り薬局上田　孝子 平11. 4. 5 薬局
     長崎市本石灰町５番１１号 常　勤:    2　代表取締役　上田　 新規 現存
     (薬       2)孝子 平29. 4. 5
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  116014,588,0 リーベ薬局 〒850-0026 095-829-4307有限会社リフライズ　草野　リエ 平11. 4.26 薬局
     長崎市古町５９番地 常　勤:    1代表取締役　荒木　賢 組織変更 現存
     (薬       1)二 平29. 4.26
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  117014,589,8 マリン薬局 〒852-8107 095-813-0731有限会社マリン薬局　大間　裕子 平11. 5.20 薬局
     長崎市浜口町３番１６号 常　勤:    1代表取締役　大間　賢 新規 現存
     (薬       1)一 平29. 5.20
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  118014,591,4 富士見調剤薬局 〒852-8022 095-861-6142有限会社メディカルプ永田　幸子 平22. 6. 7 薬局
     長崎市富士見町２２－２３ 常　勤:    1ラン　代表取締役　秋 移転 現存
     (薬       1)山　寿彦 平28. 6. 7
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  119014,592,2 あずさ薬局 〒852-8061 095-856-1156有限会社あずさ薬局　中嶋　七重 平21. 5. 3 薬局
     長崎市滑石２－５－１５ 常　勤:    1代表取締役　中嶋　七 移転 現存
     (薬       1)重 平27. 5. 3
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  120014,593,0 馬町薬局 〒850-0022 095-811-1511有限会社朋友　代表取濱崎　眞一郎 平11. 6.14 薬局
     長崎市馬町４８番地 常　勤:    1締役　平林　宏執 新規 現存
     (薬       1) 平29. 6.14
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  121014,594,8 保険調剤薬局唐薬一二〒850-0854 095-811-1889有限会社薬舗唐薬一二岩崎　一成 平11. 6.15 薬局
     古川町店 長崎市銀屋町３番２０号 常　勤:    2　代表取締役　岩﨑　 新規 現存
     (薬       2)一成 平29. 6.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  122014,595,5 東長崎調剤薬局 〒851-0133 095-813-8250有限会社くわの実　代馬場　直美 平11. 7. 1 薬局
     長崎市矢上町４８番１号 常　勤:    2表取締役　松本　真紀 新規 現存
     (薬       2) 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  123014,596,3 太陽薬局 〒851-0103 095-838-7713有限会社あさがお薬局長瀬　里美 平11. 7. 1 薬局
     長崎市中里町９３－１ 常　勤:    2　代表取締役　田中　 新規 現存
     (薬       2)由美子 平29. 7. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  124014,597,1 モリタ調剤薬局 〒850-0982 095-879-3690有限会社モリタ薬局　植松　律子 平11. 8. 2 薬局
     長崎市柳田町１番地４ 常　勤:    1取締役　森田　寧 新規 現存
     (薬       1) 平29. 8. 2
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  125014,598,9 さくら調剤薬局 〒852-8002 095-861-1876有限会社山形薬局　代増山　昌吾 平11. 9.23 薬局
     長崎市弁天町１１－２１ 常　勤:    1表取締役　山形　浩介 新規 現存
     (薬       1) 平29. 9.23
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  126014,599,7 上野町薬局 〒852-8113 095-849-1003有限会社　ヘルスケア溝添　知子 平15.10.14 薬局
     長崎市上野町１－２ 常　勤:    3ファーマシー　代表取 その他 現存
     (薬       3)締役　濱田　哲也 平27.10.14
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  127014,600,3 おおはま調剤薬局 〒850-0066 095-865-5900有限会社　おおはま調庵原　涼子 平11.11. 1 薬局
     長崎市大浜町１５４６ー６ 常　勤:    2剤薬局　代表取締役　 新規 現存
     (薬       2)庵原　涼子 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  128014,602,9 中村薬局ハヤマ店 〒852-8053 095-856-6400有限会社　中村調剤薬吉田　卓朗 平11.12. 1 薬局
     長崎市葉山１丁目２８ー１　日章常　勤:    1局　代表取締役　中村 新規 現存
     葉山ビル１０２ (薬       1)　優 平29.12. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  129014,607,8 開生薬局 〒852-8105 095-840-9777有限会社　開生薬局　手嶋　敏子 平12. 5. 3 薬局
     長崎市目覚町４ー１０ 常　勤:    4代表取締役　手嶋　敏 新規 現存
     (薬       4)子 平30. 5. 3
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  130014,610,2 川上薬局 〒850-0953 095-832-5290有限会社　聖真　代表川上　博之 平12.11. 1 薬局
     長崎市上戸町２ー１８ー３ 常　勤:    1取締役　川上　博之 新規 現存
     (薬       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  131014,612,8 なぎさ薬局 〒851-2212 095-850-7676有限会社　アイティ　松尾　智美 平12.12. 1 薬局
     長崎市畝刈町１６１３ー８５ 常　勤:    2代表取締役　岩橋　敏 新規 現存
     (薬       2)行 平24.12. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  132014,613,6 瀧川薬局 〒850-0074 095-861-3836瀧川　敬一 瀧川　純子 平12.12.22 薬局
     長崎市西立神町９ー１６ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平24.12.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  133014,614,4 ２１薬局 〒850-0017 095-818-5582田中　精 田中　精 平13. 4. 1 薬局
     長崎市新大工町１ー５ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平25. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  134014,616,9 宝栄調剤薬局 〒852-8014 095-862-4967有限会社山形薬局　代流川　大洋 平19. 1. 2 薬局
     長崎市竹の久保町１５－１８ 常　勤:    1表取締役　山形　浩介 移転 現存
     (薬       1) 平25. 1. 2
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  135014,618,5 あおい薬局 〒850-0004 095-827-3444有限会社　ビックワン田代　幸子 平13.11. 1 薬局
     長崎市下西山町７番５号 常　勤:    1プロジェクト　代表取 新規 現存
     (薬       1)締役　田代　裕孝 平25.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  136014,619,3 スマイル薬局 〒852-8137 095-849-6805有限会社　松調企画　釜谷　晃一 平14. 2. 1 薬局
     長崎市若葉町６番１８号 常　勤:    2代表取締役　松平　太 新規 現存
     (薬       2)治 平26. 2. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  137014,620,1 浦上駅前薬局 〒852-8108 095-844-8822合資会社　原田商店　平田　智子 平14. 3. 1 薬局
     長崎市川口町１番１号 常　勤:    2代表社員　原田　聖子 新規 現存
     (薬       2) 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  138014,621,9 春木町薬局 〒852-8015 095-861-3358有限会社　ミデック　松永　奈已 平14. 3. 1 薬局
     長崎市春木町１２番２０号 常　勤:    1取締役　岡部　裕子 新規 現存
     (薬       1) 平26. 3. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  139014,622,7 かもめ調剤薬局 〒850-0852 095-816-2822有限会社　ミヤギ薬局戸川　幸宏 平14. 3. 1 薬局
     長崎市万屋町６－１７ 常　勤:    2　代表取締役　宮城　 新規 現存
     (薬       2)正芳 平26. 3. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  140014,627,6 保険調剤　公会堂前薬〒850-0027 095-811-6111株式会社　ヒューマン吉田　京 平14.10. 1 薬局
     局 長崎市桶屋町５９番　コア桶屋町常　勤:    1・ネットワーク　代表 新規 現存
     １階 (薬       1)取締役　山口　晃一郎 平26.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  141014,628,4 ラベンダー薬局 〒850-0045 095-813-1118株式会社ヤクシンＰＧ平林　圭輔 平15. 1. 1 薬局
     長崎市宝町７－１６ 常　勤:    6　代表取締役　藤本　 新規 現存
     (薬       6)明弘 平27. 1. 1
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  142014,630,0 なごみ薬局 〒851-1132 095-842-5337藤薬株式会社　代表取東　正直 平15. 3. 1 薬局
     長崎市小江原２丁目１番１８号 常　勤:    4締役　藤木　和 新規 現存
     (薬       4) 平27. 3. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  143014,632,6 有限会社　田出薬局 〒852-8001 095-861-2296有限会社　田出薬局　田出　幸正 平15. 4. 1 薬局
     長崎市光町１７－７ 常　勤:    1取締役　田出　幸正 組織変更 現存
     (薬       1) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  144014,634,2 若草薬局 〒852-8023 095-844-8910伏谷　千恵 伏谷　千恵 平22. 4. 5 薬局
     長崎市若草町４－２８ 常　勤:    1 移転 現存
     (薬       1) 平28. 4. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  145014,636,7 そよかぜ薬局 〒852-8124 095-842-0506有限会社　ななしま薬谷口　大義 平15. 9. 1 薬局
     長崎市辻町４番３号 常　勤:    1局　代表取締役　七嶋 新規 現存
     (薬       1)　和孝 平27. 9. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  146014,637,5 あさひ薬局 〒852-8003 095-864-1175有限会社　マリオネッ髙木　理恵 平15. 9. 1 薬局
     長崎市旭町２６番１４号 常　勤:    2ト　代表取締役　松永 新規 現存
     (薬       2)　知彦 平27. 9. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  147014,638,3 サンタ薬局 〒850-0995 095-898-5430有限会社　Ｉ’ｓ　代井石　政之 平15.10. 1 薬局
     長崎市平山町８２７番地１ 常　勤:    1表取締役　井石　政之 組織変更 現存
     (薬       1) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  148014,639,1 京泊薬局 〒851-2211 095-850-5320岩下　淳二 岩下　薫 平15.10. 1 薬局
     長崎市京泊３丁目３０番３０ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平27.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  149014,640,9 ひすい堂薬局 〒850-0028 095-824-9494市原　祐一 市原　祐一 平28. 9.14調剤 薬局
     長崎市勝山町６番地１ 常　勤:    1 移転 現存
     (薬       1) 平28. 9.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  150014,641,7 調剤薬局もり 〒850-0841 095-824-9338森　安子 森　安子 平15.11. 1 薬局
     長崎市銅座町４－９ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平27.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  151014,642,5 クローバー薬局 〒852-8123 095-841-9316有限会社　藤医新　代藤吉　正浩 平16. 1. 1 薬局
     長崎市三原１丁目７番３５号 常　勤:    1表取締役　藤吉　正浩 新規 現存
     (薬       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  152014,644,1 青い鳥薬局 〒850-0035 095-818-8588有限会社　くすりす　橋本　由里子 平16. 5.15 薬局
     長崎市元船町５番４号 常　勤:    6代表取締役　大村　裕 新規 現存
     (薬       6)一 平28. 5.15
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  153014,645,8 あずさ薬局飽の浦店 〒850-0063 095-862-8825有限会社　あずさ薬局小嶺　嘉男 平16. 5. 1 薬局
     長崎市飽の浦町１番７４号 常　勤:    3　取締役　中嶋　七重 新規 現存
     (薬       3) 平28. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  154014,646,6 さざんか薬局 〒852-8061 095-856-6417有限会社　しのはら薬安部　美由紀 平16. 7. 1 薬局
     長崎市滑石３－８－５ 常　勤:    1局　代表取締役　篠原 新規 現存
     (薬       1)　郁夫 平28. 7. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  155014,647,4 ちゅーりっぷ薬局 〒850-0842 095-826-4810有限会社　健正　代表吉岡　美沙紀 平25.11. 5 薬局
     長崎市新地町１２番８号 常　勤:    1取締役　若杉　亨 移転 現存
     (薬       1) 平25.11. 5
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  156014,648,2 西浜の町薬局 〒850-0841 095-827-7225株式会社ヤクシンＰＧ古澤　明里 平16.10. 1 薬局
     長崎市銅座町２－２２ 常　勤:    2　代表取締役　藤本　 新規 現存
     (薬       2)明弘 平28.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  157014,652,4 松谷薬局 〒850-0841 095-818-8717松谷　栄子 松谷　栄子 平17. 3. 1 薬局
     長崎市銅座町７－２９ 常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平29. 3. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  158014,660,7 ゆかり薬局　大浦店 〒850-0918 095-818-8933有限会社　プラス　代梅北　修一 平17.12. 1 薬局
     長崎市大浦町７－１０ 常　勤:    1表取締役　永友　康雄 新規 現存
     (薬       1) 平29.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  159014,661,5 しらいと薬局 〒850-0822 095-822-7660有限会社ヘルスケアフ濱田　哲也 平18. 4. 1 薬局
     長崎市愛宕３－１３－２ 常　勤:    1ァーマシー　代表取締 新規 現存
     (薬       1)役　濱田　哲也 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  160014,662,3 オランダ坂薬局 〒850-0918 095-823-3637有限会社長崎調剤企画大山　章久 平18. 4. 1 薬局
     長崎市大浦町９－１８ 常　勤:    1　代表取締役　大山　 新規 現存
     (薬       1)章久 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  161014,663,1 有限会社マック　アク〒851-0133 095-832-0015有限会社マック　代表佐田　英雄 平18. 5. 1 薬局
     ア薬局　矢上店 長崎市矢上町２８番１８号 常　勤:    3取締役　佐田　英雄 新規 現存
     (薬       3) 平30. 5. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  162014,664,9 ちゅーりっぷ薬局　矢〒851-0133 095-813-3022有限会社健正　代表取大木　薫 平18. 6. 1 薬局
     上店 長崎市矢上町９番１０号 常　勤:    2締役　若杉　亨 新規 現存
     (薬       2) 平30. 6. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  163014,666,4 銅座町コクミン薬局 〒850-0841 095-816-1593株式会社コクミン　代松浦　しのぶ 平18. 9. 1 薬局
     長崎市銅座町５－７サイノオビル常　勤:    1表取締役　絹巻　秀展 新規 現存
     １階 (薬       1) 平24. 9. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  164014,667,2 すずらん薬局 〒851-0115 095-813-9777有限会社健祥堂　代表大和　英朗 平18.11. 1 薬局
     長崎市かき道１丁目３３番１５号常　勤:    1取締役　原　繁裕 新規 現存
     (薬       1) 平24.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  165014,668,0 といし薬局 〒851-0113 095-813-9375有限会社ミデック　取後藤　雅代 平18.11. 1 薬局
     長崎市戸石町１４７４－７ 常　勤:    2締役　岡部　裕子 新規 現存
     (薬       2) 平24.11. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  166014,672,2 ゆかり薬局上戸町店 〒850-0953 095-834-5910有限会社プラス　代表永友　康雄 平19. 3. 1 薬局
     長崎市上戸町１－１０－３８ 常　勤:    1取締役　永友　康雄 新規 現存
     (薬       1) 平25. 3. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  167014,673,0 はるか薬局 〒851-2211 095-893-6868株式会社Ｈ２ナテュー山口　城史 平19. 4. 1 薬局
     長崎市京泊３－３０－１４ 常　勤:    1ル　代表取締役　堀　 新規 現存
     (薬       1)浩文 平25. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  168014,675,5 ココカラファイン薬局〒850-0852 095-811-1121株式会社ココカラファ伊藤　航 平19. 7. 1 薬局
     　万屋町店 長崎市万屋町６番５号 常　勤:    4イン　ヘルスケア　代 新規 現存
     (薬       4)表取締役　塚本　厚志 平25. 7. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  169014,676,3 浜口町薬局 〒852-8107 095-843-3715池崎　尚子 池崎　尚子 平19.11. 1 薬局
     長崎市浜口町５－１８ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平25.11. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  170014,677,1 やすらぎ薬局 〒850-0056 095-811-1107株式会社神農　代表取小林　文恵 平19.12. 1 薬局
     長崎市恵美須町４－１ 常　勤:    2締役　永田　厚子 新規 現存
     (薬       2) 平25.12. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  171014,678,9 ことのうみ薬局 〒851-3212 095-885-2217有限会社オカダ薬局　岡田　公敏 平20. 1. 1 薬局
     長崎市長浦町２５９８－１ 常　勤:    1代表取締役　岡田　公 新規 現存
     (薬       1)敏 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  172014,679,7 きりん堂薬局 〒852-8061 095-855-4011中央メディカルシステ浦田　ゆかり 平20. 1. 1 薬局
     長崎市滑石３－７－２ 常　勤:    3ム株式会社　代表取締 新規 現存
     (薬       3)役　安東　直樹 平26. 1. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  173014,680,5 おおぎまち薬局 〒852-8132 095-848-5901有限会社藤医新　代表野内　裕之 平20. 3. 1 薬局
     長崎市扇町１－１３ 常　勤:    2取締役　藤吉　正浩 新規 現存
     (薬       2) 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  174014,681,3 宿町薬局 〒851-0121 095-832-0700株式会社ヤクシンＰＧ川邉　亮 平20. 4. 1 薬局
     長崎市宿町４２－４ 常　勤:    2　代表取締役　藤本　 新規 現存
     (薬       2)明弘 平26. 4. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  175014,682,1 朱雀薬局 〒852-8061 095-855-3816古川　由美子 三宅　涼子 平20. 5. 1 薬局
     長崎市滑石３丁目１９番２１号の常　勤:    1 新規 現存
     ぞみハイツ１０２号 (薬       1) 平26. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  176014,684,7 ライン薬局 〒852-8024 095-801-7758水﨑　直文 水﨑　直文 平20. 5. 1 薬局
     長崎市花園町１－１６ 常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平26. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  177014,685,4 きりん堂薬局　バス通〒852-8061 095-857-7575中央メディカルシステ鶴田　孝義 平20. 6. 1 薬局
     り店 長崎市滑石３－８－１ 常　勤:    1ム株式会社　代表取締 新規 現存
     (薬       1)役　安東　直樹 平26. 6. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  178014,686,2 すわの森薬局 〒850-0001 095-811-0600株式会社ヤクシンＰＧ峰　忠文 平24. 1.10 薬局
     長崎市西山２－１－６－１Ｆ 常　勤:    4　代表取締役　藤本　 移転 現存
     (薬       4)明弘 平30. 1.10
     非常勤:    2
     (薬       2)
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  179014,688,8 古川薬局 〒850-0832 095-823-6486株式会社　古川薬局　古川　久代 平20. 8. 1 薬局
     長崎市油屋町４－３ 常　勤:    2代表取締役　古川　久 組織変更 現存
     (薬       2)代 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  180014,691,2 めぐみ調剤薬局　住吉〒852-8154 095-841-8281株式会社　うちの　代向井　咲希子 平20. 8. 1 薬局
     店 長崎市住吉町３－１１サンシャイ常　勤:    1表取締役　藤木　一行 新規 現存
     ン住吉１０２号 (薬       1) 平26. 8. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  181014,695,3 藤村薬局本店 〒850-0035 095-820-1721有限会社フジ調剤薬局浦郷　由美 平20.11. 1 薬局
     長崎市元船町１２－１１ 常　勤:    5　代表取締役　藤村　 新規 現存
     (薬       5)尚賢 平26.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  182014,696,1 こうわ薬局琴海店 〒851-3213 095-840-7277株式会社　コーワアペ貴田　邦裕 平20.12. 1 薬局
     長崎市琴海形上町１８４８－６ 常　勤:    2ックス　代表取締役　 交代 現存
     (薬       2)貴田　邦裕 平26.12. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  183014,697,9 ドレミ薬局　長崎駅前〒850-0057 095-811-1200株式会社　香元堂　代最上　元 平21. 3. 1 薬局
     店 長崎市大黒町１１－２１ 常　勤:    1表取締役　最上　元 新規 現存
     (薬       1) 平27. 3. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  184014,699,5 白鳥町薬局 〒852-8042 095-847-9220株式会社　長崎神農　立花　寿子 平21. 4. 1 薬局
     長崎市白鳥町２－１ 常　勤:    3代表取締役　立花　寿 組織変更 現存
     (薬       3)子 平27. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  185014,700,1 嵩下薬局 〒852-8008 095-861-2972嵩下　知子 嵩下　知子 平21. 5. 1 薬局
     長崎市曙町１２－８ 常　勤:    1 交代 現存
     (薬       1) 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  186014,704,3 なるみ台薬局 〒851-2215 095-850-1505株式会社　カプセルデ古木　寿人 平21. 6.29 薬局
     長崎市鳴見台１－２８－１１ 常　勤:    2ザイン　代表取締役　 組織変更 現存
     (薬       2)古木　寿人 平27. 6.29
     非常勤:    1
     (薬       1)
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  187014,709,2 アマチュー薬局 〒851-2212 095-860-1234株式会社メピル　代表田代　匡昭 平21. 8. 1 薬局
     長崎市畝刈町１６１３－３３ 常　勤:    1取締役　田代　匡昭 交代 現存
     (薬       1) 平27. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  188014,710,0 どりぃむ薬局 〒852-8135 095-847-5297有限会社ヘルスケアフ秋吉　隆治 平21. 9. 1 薬局
     長崎市千歳町１０－２ 常　勤:    8ァーマシー　代表取締 交代 現存
     (薬       8)役　濱田　哲也 平27. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  189014,711,8 フレンド薬局 〒852-8061 095-865-8118森田　静悟 森田　静悟 平21.10. 1 薬局
     長崎市滑石６－３－７２ 常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  190014,713,4 アイビー薬局 〒852-8133 095-865-8825株式会社ＯＮＥＤＥＲ手嶋　無限 平21.12. 1 薬局
     長崎市本原町１２－１１ 常　勤:    4Ｓ　代表取締役　上田 新規 現存
     (薬       4)　展也 平27.12. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  191014,714,2 それいゆ薬局 〒850-0963 095-878-8988有限会社ひまわり調剤渋谷　まり 平28.12. 5調剤 薬局
     長崎市ダイヤランド２丁目２０番常　勤:    1薬局　代表取締役　渋 移転 現存
     ３号 (薬       1)谷　まり 平28.12. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  192014,716,7 ひとみ薬局 〒850-0853 095-895-8560株式会社ＴＫファーマ鍵本　明男 平22. 8. 1 薬局
     長崎市浜町７－１５ 常　勤:    2シー　代表取締役　鍵 新規 現存
     (薬       2)本　明男 平28. 8. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  193014,718,3 株式会社福江薬局長崎〒850-0992 095-895-8208株式会社福江薬局長崎松本　美咲 平22.11. 1 薬局
     アップル店 長崎市江川町３２８ 常　勤:    1　代表取締役　松本　 新規 現存
     (薬       1)和也 平28.11. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  194014,719,1 サンアイ薬局　宝町店〒850-0045 095-894-9875株式会社サンアイライ江頭　尚哉 平22.12. 1 薬局
     長崎市宝町５－７ 常　勤:    1フ　代表取締役　三井 新規 現存
     (薬       1)所　嘉彦 平28.12. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)



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

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表［長崎県］

［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    27 頁

  195014,720,9 うさぎ薬局 〒852-8042 095-849-3821有限会社ミデック　取筒井　翔一 平23. 3. 1 薬局
     長崎市白鳥町７－１９ 常　勤:    2締役　岡部　裕子 新規 現存
     (薬       2) 平29. 3. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  196014,721,7 川上薬局田中町店 〒851-0134 095-870-7329有限会社聖真　代表取川上　聖 平23. 4. 1 薬局
     長崎市田中町１０２７－４８　プ常　勤:    1締役　川上　博之 新規 現存
     ラネット２　１Ｆ (薬       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  197014,726,6 いろは薬局 〒850-0852 095-811-1682株式会社健幸ファーマ野元　秋宏 平23. 7. 1 薬局
     長崎市万屋町６－１５－１Ｆ 常　勤:    2シー　代表取締役　野 新規 現存
     (薬       2)元　秋宏 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  198014,727,4 ＣＭＳ　すみれ薬局 〒852-8061 095-855-3385中央メディカルシステ小林　秋一 平23. 8. 1 薬局
     長崎市滑石２－２－７ 常　勤:    3ム株式会社　代表取締 交代 現存
     (薬       3)役　安東　直樹 平29. 8. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  199014,730,8 中町薬局 〒850-0055 095-820-4372株式会社中町薬局　代野口　のり子 平23. 9. 1 薬局
     長崎市中町５－２９ 常　勤:    2表取締役　野口　のり 組織変更 現存
     (薬       2)子 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  200014,731,6 こうの薬局 〒852-8116 095-843-2115有限会社ＴＳＣ　代表河野　伸司 平23.10. 1 薬局
     長崎市平和町４－２６ 常　勤:    1取締役　河野　伸司 交代 現存
     (薬       1) 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  201014,733,2 富喜薬局 〒850-0854 095-821-3400森　安子 佐 　惠理 平23.11. 1 薬局
     長崎市銀屋町１－１５ 常　勤:    1 交代 現存
     (薬       1) 平29.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  202014,734,0 須山薬局 〒852-8108 095-844-0048合同会社須山薬局　代須山　正敏 平23.10.11 薬局
     長崎市川口町８－１８ 常　勤:    1表社員　須山　正敏 組織変更 現存
     (薬       1) 平29.10.11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  203014,735,7 日本調剤長崎住吉薬局〒852-8154 095-842-8770日本調剤株式会社　代石橋　直哉 平23.12. 1 薬局
     長崎市住吉町２－２０ 非常勤:    6表取締役　三津原　博 新規 現存
     (薬       6) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  204014,736,5 日本調剤桜馬場薬局 〒850-0015 095-816-1025日本調剤株式会社　代今田　久美子 平24. 1. 1 薬局
     長崎市桜馬場１－２－４ 常　勤:    1表取締役　三津原　博 新規 現存
     (薬       1) 平30. 1. 1
     非常勤:   24
     (薬      24)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  205014,738,1 クオール薬局　よろず〒850-0852 095-816-3389クオール株式会社　代新田　昌稔 平24. 3. 1 薬局
     や町店 長崎市万屋町６－２ 常　勤:    1表取締役　中村　敬 新規 現存
     (薬       1) 平30. 3. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  206014,739,9 新生堂調剤薬局ミナト〒850-0842 095-811-7766株式会社新生堂薬品　村上　優貴 平24. 3. 1 薬局
     パーク店 長崎市新地町８－１６ 常　勤:    3代表取締役　兼田　政 新規 現存
     (薬       3)信 平30. 3. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  207014,741,5 平山台薬局 〒850-0996 095-833-5777有限会社山形薬局　代山口　晴信 平24. 4. 1 薬局
     長崎市平山台１－１－１３ 常　勤:    1表取締役　山形　浩介 新規 現存
     (薬       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  208014,742,3 有限会社あすなろ薬局〒851-0405 095-898-7575有限会社あすなろ薬局石見　亘 平24. 5. 1 薬局
     　ためし店 長崎市為石町２５２７－５ 常　勤:    1　代表取締役　石見　 新規 現存
     (薬       1)行裕 平30. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  209014,745,6 こはる薬局 〒852-8061 095-865-7617有限会社　滑石薬局　髙塚　昌孝 平26. 7.14調剤 薬局
     長崎市滑石３丁目２０番１０号成常　勤:    1代表取締役　森本　仁 移転 現存
     業ビル１０１ (薬       1) 平26. 7.14
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  210014,746,4 こだま薬局 〒850-0032 095-895-8763株式会社エスアールプ山中　重輝 平24.10. 1 薬局
     長崎市興善町４－１５－１０２ 常　勤:    1ラス　代表取締役　山 組織変更 現存
     (薬       1)中　理恵 平24.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  211014,747,2 ひびき薬局 〒851-0134 095-801-7828株式会社エスアールプ山﨑　大介 平24.10. 1 薬局
     長崎市田中町１６５－３ 常　勤:    1ラス　代表取締役　山 組織変更 現存
     (薬       1)中　理恵 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  212014,748,0 アイ薬局 〒851-0301 095-895-9511有限会社牧薬品　代表渡邊　結城 平24.10. 1 薬局
     長崎市深堀町１－１１－１０８ 常　勤:    4取締役　牧　重光 新規 現存
     (薬       4) 平24.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  213014,749,8 なでしこ薬局 〒852-8002 095-862-2235株式会社　エフフォー藤木　和 平26.12.15 薬局
     長崎市弁天町１４番１４号 常　勤:    1　代表取締役　藤木　 移転 現存
     (薬       1)和 平26.12.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  214014,750,6 溝上薬局　記念病院前〒851-0301 095-895-7291株式会社ミズ長崎　代星野　誠司 平24.11. 1 薬局
     店 長崎市深堀町１－１１－８２ 常　勤:    1表取締役　入部　恭一 新規 現存
     (薬       1) 平24.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  215014,751,4 溝上薬局　深堀店 〒851-0301 095-895-7691株式会社ミズ長崎　代宮原　一樹 平24.12. 8 薬局
     長崎市深堀町１－１１－１１５ 常　勤:    1表取締役　入部　恭一 新規 現存
     (薬       1) 平24.12. 8
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  216014,752,2 東町薬局 〒851-0116 095-833-0005株式会社アイエヌ企画出口　健一朗 平24.12. 1 薬局
     長崎市東町１９１８－３ 常　勤:    2　代表取締役　出口　 新規 現存
     (薬       2)健一朗 平24.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  217014,753,0 ミツバチ薬局片淵店 〒850-0003 095-895-7283株式会社ビーネン　代下坂　健 平25. 2. 1 薬局
     長崎市片淵１－１０－２０ 常　勤:    1表取締役　下坂　健 交代 現存
     (薬       1) 平25. 2. 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［長崎県］

［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    30 頁

  218014,755,5 勝山薬局 〒850-0031 095-828-0520株式会社勝山薬局　代本島　律子 平25. 3. 1 薬局
     長崎市桜町５－７ 常　勤:    2表取締役　大嶋　一鶴 交代 現存
     (薬       2) 平25. 3. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  219014,756,3 勝山薬局（森ノ木店）〒852-8002 095-833-1616株式会社勝山薬局　代大嶋　一鶴 平25. 3. 1 薬局
     長崎市弁天町１８－４ 常　勤:    3表取締役　大嶋　一鶴 交代 現存
     (薬       3) 平25. 3. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  220014,757,1 勝山薬局「住吉」 〒852-8137 095-843-2800株式会社勝山薬局　代青栁　美樹 平25. 3. 1 薬局
     長崎市若葉町１３－９ 常　勤:    3表取締役　大嶋　一鶴 交代 現存
     (薬       3) 平25. 3. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  221014,758,9 勝山薬局（石神店） 〒852-8126 095-840-0001株式会社勝山薬局　代平田　奈穗美 平25. 3. 1 薬局
     長崎市石神町１３－４７ 常　勤:    1表取締役　大嶋　一鶴 交代 現存
     (薬       1) 平25. 3. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  222014,759,7 赤迫薬局 〒852-8155 095-894-5522株式会社メディウェイ岩切　佳奈子 平25. 6. 1 薬局
     長崎市中園町２２番２８号 常　勤:    1ブ　代表取締役　稲本 新規 現存
     (薬       1)　真吾 平25. 6. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  223014,761,3 いちのせ薬局 〒851-1132 095-865-9861株式会社　ａｍｅｄ　杉本　信 平25. 8. 1 薬局
     長崎市小江原２丁目３５番１７号常　勤:    1代表取締役　一瀬　亜 組織変更 現存
     (薬       1)貴 平25. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  224014,762,1 おおて町薬局 〒852-8127 095-865-6022株式会社カプセルデザ髙嶋　慶一郎 平25. 9. 1 薬局
     長崎市大手１丁目２８番１５号 常　勤:    1イン　代表取締役　古 新規 現存
     (薬       1)木　寿人 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  225014,763,9 （有）竹の久保調剤薬〒850-0035 095-828-8800有限会社　竹の久保調永野　元 平25.11. 1 薬局
     局元船店 長崎市元船町７番１３号元船ビル常　勤:    1剤薬局　代表取締役　 新規 現存
     １階 (薬       1)永野　元 平25.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  226014,764,7 代官坂薬局 〒850-0028 095-818-2735株式会社グリーンフォ石田　聡 平25.12. 1 薬局
     長崎市勝山町４４番地３ 常　勤:    1レスト　代表取締役　 交代 現存
     (薬       1)石田　聡 平25.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  227014,765,4 にこにこ薬局 〒850-0918 095-893-8830株式会社　Ｓｍｉｌｅ藤川　美保 平26. 1. 1 薬局
     長崎市大浦町８番３０号 常　勤:    2　Ｄｒｕｇ　代表取締 新規 現存
     (薬       2)役　上村　哲也 平26. 1. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  228014,766,2 日本調剤長崎薬局 〒850-0911 095-816-1881日本調剤株式会社　代井ノ口　真実 平26. 2. 1 薬局
     長崎市東山手町１番９号 常　勤:    1表取締役社長　三津原 新規 現存
     (薬       1)　博 平26. 2. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  229014,768,8 鶴見台薬局 〒850-0984 095-879-0911株式会社ソフトライフ磯本　穏匡 平26. 1. 1 薬局
     長崎市鶴見台１丁目２番１４号 常　勤:    2　代表取締役　平沼　 交代 現存
     (薬       2)正和 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  230014,769,6 天本愛命堂調剤薬局 〒850-0842 095-822-3710株式会社天本愛命堂　天本　耕一郎 平26. 2. 1 薬局
     長崎市新地町６番５６－１１２号常　勤:    1代表取締役　天本　耕 組織変更 現存
     (薬       1)一郎 平26. 2. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  231014,772,0 さわせ薬局 〒852-8052 095-865-8603株式会社　さわせ薬局澤 　瑞城 平26. 8. 1調剤 薬局
     長崎市岩屋町２３番１０号 常　勤:    1　代表取締役　澤 　 新規 現存
     (薬       1)瑞城 平26. 8. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  232014,775,3 コスモス薬局 〒850-0921 095-829-3374株式会社Ｓｍｉｌｅ　上村　哲也 平26.10. 1調剤 薬局
     長崎市松が枝町３番１９号 常　勤:    4Ｄｒｕｇ　代表取締役 組織変更 現存
     (薬       4)　上村　哲也 平26.10. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  233014,776,1 勝山薬局（茂里町店）〒852-8104 095-813-0008株式会社勝山薬局　代大森　清彦 平26.11. 1調剤 薬局
     長崎市茂里町３番２０号 常　勤:    3表取締役　大嶋　一鶴 交代 現存
     (薬       3) 平26.11. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  234014,777,9 勝山薬局（城山台店）〒852-8025 095-834-1131株式会社勝山薬局　代奥村　亨輔 平26.11. 1調剤 薬局
     長崎市立岩町３４番１７号 常　勤:    2表取締役　大嶋　一鶴 交代 現存
     (薬       2) 平26.11. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  235014,778,7 ヤクシン薬局ぎんれい〒850-0831 095-816-0300株式会社ヤクシンＰＧ田原　裕子 平27. 2. 1調剤 薬局
     店 長崎市鍛冶屋町２番１１号銀嶺ビ常　勤:    1　代表取締役　藤本　 新規 現存
     ル１Ｆ (薬       1)明弘 平27. 2. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  236014,779,5 西脇金星堂薬局 〒850-0877 095-895-8900有限会社西脇金星堂　西脇　潤一郎 平27. 4. 1調剤 薬局
     長崎市築町４番地１９ 常　勤:    1代表取締役　西脇　潤 新規 現存
     (薬       1)一郎 平27. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  237014,783,7 サンアイ薬局道の尾店〒852-8053 095-894-1210株式会社　サンアイラ野見山　美季 平27. 9. 1 薬局
     長崎市葉山１丁目６番１０号西友常　勤:    1イフ　代表取締役　三 新規 現存
     道の尾店４Ｆ (薬       1)井所　嘉彦 平27. 9. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  238014,784,5 アイン薬局長崎中央店〒850-0911 095-893-8755株式会社アインファー西中　温子 平27.11. 1調剤 薬局
     長崎市東山手町１番１１号 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:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  239014,785,2 アイン薬局田上店 〒851-0251 095-832-8701株式会社アインファー中田　隆夫 平27.11. 1調剤 薬局
     長崎市田上３丁目４番３号１階 常　勤:    2マシーズ　代表取締役 組織変更 現存
     (薬       2)　大石　美也 平27.11. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  240014,786,0 アイン薬局田上二丁目〒851-0251 095-826-5547株式会社アインファー前田　祐介 平27.11. 1調剤 薬局
     店 長崎市田上２丁目１０番２９号 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:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  241014,787,8 アイン薬局桜木町店 〒850-0835 095-895-7170株式会社アインファー河平　剛 平28. 1. 1調剤 薬局
     長崎市桜木町２番１９号 常　勤:    1マシーズ　代表取締役 新規 現存
     (薬       1)　大石　美也 平28. 1. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  242014,788,6 ゆかり調剤薬局 〒852-8023 095-813-0455有限会社プラス　代表横田　祐二 平28. 2. 1調剤 薬局
     長崎市若草町３番２０号 常　勤:    1取締役　永友　康雄 組織変更 現存
     (薬       1) 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  243014,789,4 日本調剤築町薬局 〒850-0841 095-811-0015日本調剤株式会社　代仲西　定祐 平28. 3. 1調剤 薬局
     長崎市銅座町３番２４号 常　勤:    4表取締役社長　三津原 組織変更 現存
     (薬       4)　博 平28. 3. 1
     非常勤:   27
     (薬      27)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  244014,791,0 梶村薬局 〒852-8106 095-847-4921有限会社山形薬局　代田山　雄基 平28. 4. 1調剤 薬局
     長崎市岩川町２番１０号 常　勤:    1表取締役　山形　浩介 交代 現存
     (薬       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  245014,792,8 あおぞら調剤薬局 〒850-0003 095-825-8478株式会社ＯＮＥＤＥＲ山田　寿男 平28. 3.25調剤 薬局
     長崎市片淵１丁目１２番３号 常　勤:    1Ｓ　代表取締役　平田 交代 現存
     (薬       1)　大治 平28. 3.25
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  246014,794,4 そうごう薬局長崎昭和〒852-8131 095-865-9781総合メディカル株式会益﨑　優祐 平28. 5. 1調剤 薬局
     町店 長崎市文教町７番１１－１０１号常　勤:    1社　代表取締役　坂本 新規 現存
     (薬       1)　賢治 平28. 5. 1
     非常勤:   13
     (薬      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  247014,795,1 かえで薬局「大橋」 〒852-8134 095-844-6326有限会社海岸通り薬局江藤　三葉 平28. 6. 1調剤 薬局
     長崎市大橋町２番７号 常　勤:    1　代表取締役　井手　 交代 現存
     (薬       1)陽一 平28. 6. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  248014,796,9 西浦上薬局 〒852-8135 095-848-0200株式会社カインドヘル杉本　智宣 平28. 7. 1調剤 薬局
     長崎市千歳町１６番６号 常　勤:    1スサポート　代表取締 組織変更 現存
     (薬       1)役　南野　潔 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  249014,797,7 マロ調剤薬局 〒852-8034 095-845-9510株式会社ａｍｅｄ　代一瀬　亜貴 平28. 8. 1調剤 薬局
     長崎市城栄町１６番１６号 常　勤:    1表取締役　一瀬　亜貴 新規 現存
     (薬       1) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  250014,798,5 日本調剤原爆病院前薬〒852-8104 095-894-9341日本調剤株式会社　代黒木　康貴 平28. 9. 1調剤 薬局
     局 長崎市茂里町３番５８号 常　勤:    7表取締役社長　三津原 交代 現存
     (薬       7)　博 平28. 9. 1
     非常勤:   23
     (薬      23)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  251014,799,3 副島薬局 〒852-8017 095-861-3656合同会社副島薬局　代副島　弘樹 平28.10. 1調剤 薬局
     長崎市岩見町４番１３号 常　勤:    2表社員　副島　弘樹 交代 現存
     (薬       2) 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  252014,800,9 ふれあい薬局 〒851-3213 095-860-7555株式会社キャリＡＨナ髙木　潤一郎 平28.11. 1調剤 薬局
     長崎市琴海形上町１７８３番地１常　勤:    1ビ　代表取締役　萩原 交代 現存
     (薬       1)　光朗 平28.11. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  253014,801,7 なつめ薬局 〒852-8053 095-865-7660株式会社トータス　代張　曦 平29. 1. 1調剤 薬局
     長崎市葉山１丁目３番１３号 常　勤:    1表取締役　髙橋　抒見 新規 現存
     (薬       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
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  254014,802,5 矢上町薬局 〒851-0133 095-801-3030有限会社朋友　代表取藤井　収 平29. 4. 1調剤 薬局
     長崎市矢上町２５－１ 常　勤:    1締役　平林　宏執 新規 現存
     (薬       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  255014,803,3 せせらぎ薬局 〒851-0133 095-865-8712株式会社アポテーケせ八田　秀樹 平29. 5. 1調剤 薬局
     長崎市矢上町４７－２ 常　勤:    2せらぎ　代表取締役　 新規 現存
     (薬       2)山之内　公子 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  256014,804,1 サトウ薬局アゼカリ店〒851-2212 095-850-5797株式会社長崎神農　代伊藤　晋敏 平29. 4. 1調剤 薬局
     長崎市畝刈町１６１３－１１３山常　勤:    1表取締役　立花　寿子 交代 現存
     下ビル１０２号 (薬       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  257014,805,8 中里薬局 〒851-0103 095-837-0274角野　仁美 永間　康義 平29. 4. 1調剤 薬局
     長崎市中里町１０２８－８ 常　勤:    1 交代 現存
     (薬       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  258014,806,6 ほたる調剤薬局 〒850-0013 095-801-0232有限会社エフ・エム・堀　幹人 平29. 6. 1調剤 薬局
     長崎市中川１丁目７－１サンシー常　勤:    1シー　代表取締役　森 新規 現存
     楠本１０１ (薬       1)山　由浩 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  259014,807,4 あおぞら調剤薬局　田〒851-0134 095-865-6718株式会社　Ｓａｎａ　平田　大治 平29. 7. 1調剤 薬局
     中町店 長崎市田中町２４７ 常　勤:    2ｇｒｏｏｖｅ　代表取 交代 現存
     (薬       2)締役　平田　大治 平29. 7. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  260014,808,2 長崎調剤薬局横尾店 〒852-8065 095-865-8522キヤマメディカル株式柴田　丈浩 平29. 9. 1調剤 薬局
     長崎市横尾２丁目１－２１ 常　勤:    1会社　代表取締役　木 新規 休止
     (薬       1)山　為彦 平29. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  261014,810,8 あいず薬局 〒850-0017 095-893-8528有限会社Ｉ’ｓ　代表今川　文男 平29. 9. 1調剤 薬局
     長崎市新大工町５－２８ 常　勤:    1取締役　井石　政之 新規 現存
     (薬       1) 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  262014,811,6 新戸町薬局 〒850-0954 095-878-2246太田　陽子 江浪　智彦 平29.10. 1調剤 薬局
     長崎市新戸町２丁目８－１５ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  263014,812,4 ばんしょ橋薬局 〒851-0133 095-807-0529岩永　周作 岩永　周作 平29.11. 1調剤 薬局
     長崎市矢上町３－１１ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  264014,813,2 松浦薬局 〒850-0017 095-822-1313株式会社ダウザー水野大橋　一功 平29.11. 1調剤 薬局
     長崎市新大工町５－１７ 常　勤:    2薬局　代表取締役　加 交代 現存
     (薬       2)藤　貴拡 平29.11. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  265014,814,0 万屋町調剤薬局 〒850-0852 095-821-5915株式会社万屋町調剤薬猪平　靖史 平29.12. 1調剤 薬局
     長崎市万屋町２－８ 常　勤:    2局　代表取締役　猪平 組織変更 現存
     (薬       2)　民雄 平29.12. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  266014,815,7 ミツバチ薬局横尾店 〒852-8065 095-855-2887株式会社ビーネン　代相良　高行 平30. 1. 1調剤 薬局
     長崎市横尾２丁目１３－２ 常　勤:    2表取締役　下坂　健 交代 現存
     (薬       2) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  267014,816,5 ひいらぎ調剤薬局 〒852-8137 095-848-3269株式会社ケイ・エム・石藏　正啓 平30. 2. 1調剤 薬局
     長崎市若葉町１４－１２中村ビル常　勤:    1シー　代表取締役　松 交代 現存
     １階１ＦＡ (薬       1)山　喜範 平30. 2. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  268014,817,3 ピープル薬局 〒851-0121 095-813-8666有限会社リフライズ　林　麻衣子 平30. 4. 1調剤 薬局
     長崎市宿町５１ 常　勤:    1代表取締役　荒木　賢 新規 現存
     (薬       1)二 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  269014,818,1 チトセ調剤薬局 〒852-8135 095-848-1193株式会社エスアールプ山頭　美智子 平30. 4. 1調剤 薬局
     長崎市千歳町２－７ 常　勤:    2ラス　代表取締役　山 交代 現存
     (薬       2)中　理恵 平30. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  270014,819,9 エール薬局 〒850-0045 095-894-5161有限会社リフライズ　本勝　正信 平30. 6. 1調剤 薬局
     長崎市宝町７－１３ 常　勤:    1代表取締役　荒木　賢 新規 現存
     (薬       1)二 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  271024,012,9 株式会社　力武薬局 〒857-0875 0956-22-9543株式会社　力武薬局　力武　香々 平 5. 9. 9 薬局
     佐世保市下京町７－１８ 常　勤:    2代表取締役　力武　和 移転 現存
     (薬       2)裕 平29. 9. 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  272024,024,4 有限会社　武富至誠堂〒857-0841 0956-31-5267有限会社武富至誠堂薬武富　完司 昭32. 9. 1 薬局
     薬局 佐世保市大宮町３－２２ 常　勤:    1局　代表取締役　武富 新規 現存
     (薬       1)　完司 平29. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  273024,032,7 合資会社　山口薬局 〒859-3215 0956-38-1486合資会社山口薬局　代小山　季之 平25. 1.15 薬局
     佐世保市早岐１－２－３ 常　勤:    1表社員　小山　季之 移転 現存
     (薬       1) 平25. 1.15
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  274024,054,1 フジヤ薬品合名会社　〒857-0864 0956-22-5384フジヤ薬品合名会社フ大川内　克俊 昭32.10. 1 薬局
     フジヤ薬局 佐世保市戸尾町３－８ 常　勤:    1ジヤ薬局　代表　大川 新規 現存
     (薬       1)内　克俊 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  275024,068,1 井手薬品株式会社　井〒857-0054 0956-23-3293井手薬品株式会社　代井手　佳位輔 平25. 8. 5 薬局
     手薬局 佐世保市栄町５－９ 常　勤:    5表取締役　井手　佳位 移転 現存
     (薬       5)輔 平25. 8. 5
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  276024,107,7 有限会社堤常仁堂薬局〒857-0806 0956-22-5227有限会社堤常仁堂薬局黒川　陽子 昭50. 1. 1 薬局
     佐世保市島瀬町１０－１７ 常　勤:    2　代表取締役 新規 現存
     (薬       2) 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  277024,112,7 有限会社　吉牟田薬局〒858-0916 0956-47-2683有限会社　吉牟田薬局荒木　公子 昭50.10. 1 薬局
     相浦店 佐世保市木宮町４－１０ 常　勤:    3　代表取締役　荒木　 新規 現存
     (薬       3)公子 平29.10. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  278024,122,6 有限会社　吉牟田薬局〒857-0134 0956-49-4295有限会社　吉牟田薬局荒木　陽子 昭52. 8. 1 薬局
     泉福寺店 佐世保市瀬戸越２丁目７番４号 常　勤:    1　代表取締役　荒木　 新規 現存
     (薬       1)公子 平28. 8. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  279024,130,9 有限会社　吉牟田薬局〒857-0136 0956-49-5428有限会社　吉牟田薬局木原　利子 平18. 9.25 薬局
     大野店 佐世保市田原町１５－５ 常　勤:    1　代表取締役　荒木　 移転 現存
     (薬       1)公子 平24. 9.25
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  280024,136,6 中島薬局 〒857-0841 0956-32-5136中島　正範 中島　正範 平12. 2.28 薬局
     佐世保市大宮町２４ー２ 常　勤:    2 移転 現存
     (薬       2) 平30. 2.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  281024,146,5 有限会社　すみれ薬局〒857-0873 0956-22-7206有限会社　すみれ薬局水町　隆平 昭56.11.26 薬局
     佐世保市宮崎町４－７ 常　勤:    5　代表取締役　延永　 新規 現存
     (薬       5)秀康 平29.11.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  282024,151,5 有限会社　今泉調剤薬〒857-0871 0956-22-3015有限会社　今泉調剤薬作元　誠司 昭57.11. 1 薬局
     局　本島町店 佐世保市本島町１番２５号 常　勤:    2局　代表取締役　作元 新規 現存
     (薬       2)　誠司 平24.11. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  283024,168,9 有限会社　森調剤薬局〒857-0133 0956-40-8691有限会社　森調剤薬局森　詩子 昭60. 4.16 薬局
     佐世保市矢峰町２２３－３ 常　勤:    1　代表取締役　森　修 新規 現存
     (薬       1)壱郎 平30. 4.16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  284024,171,3 ファーマシー川原薬局〒859-3214 0956-39-1417有限会社川原ファーマ川原　千佳 昭60. 6. 3 薬局
     佐世保市権常寺１丁目１０－３２常　勤:    1シー　代表取締役　川 新規 現存
     (薬       1)原　利春 平30. 6. 3
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  285024,178,8 タケトミ薬局 〒857-0854 0956-31-0101武富　眞司 武富　眞司 平 5. 7.26 薬局
     佐世保市福石町２２－４ 常　勤:    1 移転 現存
     (薬       1) 平29. 7.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  286024,180,4 株式会社　谷本薬局 〒857-0016 0956-23-6273株式会社　谷本薬局　林　史子 昭64. 1. 1 薬局
     佐世保市俵町２２－４８ 常　勤:    1代表取締役　林　史子 新規 現存
     (薬       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  287024,184,6 福石薬局 〒857-0854 0956-34-2633アローファーマ株式会芳賀　博章 平24.11. 3 薬局
     佐世保市福石町１７－３２ 常　勤:    1社　代表取締役　田中 移転 現存
     (薬       1)　信利 平24.11. 3
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  288024,186,1 ちぎた薬局 〒858-0925 0956-26-2355千北　克則 千北　克則 平13. 9.10 薬局
     佐世保市椎木町３０８－４ 常　勤:    1 移転 現存
     (薬       1) 平25. 9.10
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  289024,189,5 有限会社　今泉調剤薬〒857-0016 0956-25-5778有限会社　今泉調剤薬松本　隆治 平 2. 7.26 薬局
     局　宮田町店 佐世保市俵町１－２０ 常　勤:    1局　代表取締役　作元 移転 現存
     (薬       1)　誠司 平29. 7.26
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  290024,191,1 戸尾薬局 〒857-0864 0956-23-2660アローファーマ株式会山崎　湖 平 2. 9. 1 薬局
     佐世保市戸尾町８－２３ 常　勤:    1社　代表取締役　田中 移転 現存
     (薬       1)　信利 平29. 9. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  291024,193,7 有限会社　日の出薬局〒857-1231 0956-28-5627有限会社　日の出薬局松永　太郎 平 2.12. 1 薬局
     佐世保市船越町１２４４－２ 常　勤:    1　代表取締役　松永　 新規 現存
     (薬       1)太郎 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  292024,216,6 ひろた薬局 〒859-3223 0956-39-4788有限会社　川原ファー坂口　仁美 平 6. 6. 1 薬局
     佐世保市広田１丁目１０番８号 常　勤:    2マシー　代表取締役　 新規 現存
     (薬       2)川原　利春 平30. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  293024,220,8 有限会社　まこと調剤〒857-0016 0956-25-5522有限会社　まこと調剤松尾　貴文 平 6. 8. 1 薬局
     薬局 佐世保市俵町２－３ 常　勤:    2薬局　代表取締役　松 新規 現存
     (薬       2)尾　貴文 平24. 8. 1
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  294024,221,6 友愛薬局 〒857-0804 0956-23-6237有限会社常豊　代表取外尾　朋也 平 6. 8. 1 薬局
     佐世保市松川町４－４ 常　勤:    1締役　中川　勝憲 新規 現存
     (薬       1) 平24. 8. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  295024,223,2 古賀聡薬局 〒857-0872 0956-25-7390有限会社　古賀聡薬局古賀　聡 平 6.11.20 薬局
     佐世保市上京町１－１１ 常　勤:    1　代表取締役　古賀　 新規 現存
     (薬       1)聡 平24.11.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  296024,225,7 有限会社　吉牟田薬局〒858-0925 0956-47-2222有限会社　吉牟田薬局木原　輝嘉 平 6.12.15 薬局
     　日野店 佐世保市椎木町１８０－５ 常　勤:    1　代表取締役　荒木　 新規 現存
     (薬       1)公子 平27.12.15
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  297024,228,1 有限会社今泉調剤薬局〒857-0044 0956-22-5950有限会社今泉調剤薬局山下　泰三 平 8. 1.25 薬局
     相生町店 佐世保市相生町２番２１号 常　勤:    1　代表取締役　作元　 新規 現存
     (薬       1)誠司 平29. 1.25
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  298024,229,9 東薬局 〒857-0862 0956-24-0755有限会社あずま　代表東　三郎 平 8. 4. 1 薬局
     佐世保市白南風町１５－２３ 常　勤:    2取締役　東　三郎 組織変更 現存
     (薬       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  299024,230,7 有限会社　まつお薬局〒857-0032 0956-22-7063有限会社まつお薬局　徳永　由美 平 8. 9. 1 薬局
     佐世保市宮田町１－２１ 常　勤:    1代表取締役　徳永　修 組織変更 現存
     (薬       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  300024,231,5 まつお薬局早岐店 〒859-3215 0956-39-5399有限会社　まつお薬局倉本　美香 平13. 7. 1 薬局
     佐世保市早岐１丁目６ー３１ 常　勤:    1　代表取締役　徳永　 移転 現存
     (薬       1)修 平25. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  301024,232,3 黒髪調剤薬局 〒857-1152 0956-33-3995有限会社まつお薬局　明石　靖久 平 8. 9. 1 薬局
     佐世保市黒髪町６４９－１４ 常　勤:    2代表取締役　徳永　修 組織変更 現存
     (薬       2) 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
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  302024,233,1 あんず薬局 〒858-0903 0956-40-8477有限会社まつお薬局　徳永　修 平 8. 9. 1 薬局
     佐世保市上本山町１０３２－１ 常　勤:    2代表取締役　徳永　修 組織変更 現存
     (薬       2) 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  303024,235,6 シノハラ調剤薬局 〒857-1175 0956-31-0618篠原　貢 篠原　貢 平 8.11.14 薬局
     佐世保市天神町１２２２－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平29.11.14
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  304024,236,4 かわかみ薬局 〒859-3232 0956-59-2824有限会社かわかみファ川上　浩二 平 8.12.24 薬局
     佐世保市萩坂町１７３７－１ 常　勤:    3ーマシー　代表取締役 新規 現存
     (薬       3)　川上　浩二 平29.12.24
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  305024,237,2 すこやか薬局 〒857-0864 0956-24-0530有限会社とのお薬局　副島　由貴子 平 9. 4. 1 薬局
     佐世保市戸尾町７－７ 常　勤:    3代表取締役　葺本　愼 新規 現存
     (薬       3)一 平30. 4. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  306024,239,8 よしむら調剤薬局 〒857-0135 0956-49-6108有限会社　よしむら　吉村　万知子 平 9. 9.17 薬局
     佐世保市瀬戸越町１２９１ 常　勤:    1代表取締役　吉村　万 組織変更 現存
     (薬       1)知子 平24. 9.17
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  307024,241,4 梅本薬局 〒859-3236 0956-59-2269梅本　巖 梅本　巖 平 9.10.15 薬局
     佐世保市南風崎町２３７５－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平24.10.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  308024,242,2 のどか薬局 〒857-1162 0956-32-7472有限会社　和　代表取井上　紀子 平10. 2. 2 薬局
     佐世保市卸本町３０番４１号 常　勤:    4締役　葺本　慎一 新規 現存
     (薬       4) 平28. 2. 2
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  309024,243,0 みつば調剤薬局 〒857-0011 0956-23-8960有限会社みつば調剤薬坂本　映子 平10. 2.21 薬局
     佐世保市春日町２９ー１０ 常　勤:    1局　代表取締役　原田 新規 現存
     (薬       1)　幹雄 平28. 2.21
     非常勤:    4
     (薬       4)
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  310024,244,8 株式会社　谷本薬局高〒857-0042 0956-26-4110株式会社　谷本薬局　川口　好則 平10. 3. 1 薬局
     砂店 佐世保市高砂町４番２０号 常　勤:    2代表取締役　林　史子 新規 現存
     (薬       2) 平28. 3. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  311024,245,5 わかば薬局 〒857-0851 0956-34-5585立石　徹 立石　徹 平20.10. 1 薬局
     佐世保市稲荷町２６－４ 常　勤:    2 移転 現存
     (薬       2) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  312024,248,9 調剤薬局　ＳＨＯＥＩ〒857-0876 0956-23-6094有限会社　スモール・橋本　祥英 平18. 2.27 薬局
     佐世保市塩浜町６－２ 常　勤:    3エー　代表取締役　橋 移転 現存
     (薬       3)本　祥英 平30. 2.27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  313024,250,5 三川内薬局 〒859-3151 0956-26-3335アローファーマ株式会櫻井　瞳 平10. 9.24 薬局
     佐世保市三川内本町２９２ー６ 常　勤:    1社　代表取締役　田中 新規 現存
     (薬       1)　信利 平28. 9.24
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  314024,251,3 みつば調剤薬局針尾店〒859-3451 0956-58-6588有限会社みつば調剤薬中村　隆志 平10.10. 1 薬局
     佐世保市針尾東町７８８ー１２ 常　勤:    1局　代表取締役　原田 新規 現存
     (薬       1)　幹雄 平28.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  315024,255,4 トラスト薬局 〒857-0034 0956-25-5155有限会社ジャパントラ寺﨑　義和 平11. 3. 1 薬局
     佐世保市万徳町５ー１３河本ビル常　勤:    1スト　取締役　井手　 新規 現存
     １階 (薬       1)佳位輔 平29. 3. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  316024,256,2 有限会社　ゆたか調剤〒857-0871 0956-22-0363有限会社ゆたか調剤薬藤村　豊 平11. 3. 1 薬局
     薬局 佐世保市本島町２ー１６ 常　勤:    4局　代表取締役　藤村 組織変更 現存
     (薬       4)　豊 平29. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  317024,259,6 フジヤ薬局大潟店 〒858-0926 0956-48-2358フジヤ薬品合名会社　藤川　広史 平11. 4.19 薬局
     佐世保市大潟町６０ー９０ 常　勤:    1代表社員　大川内　克 新規 現存
     (薬       1)俊 平29. 4.19
     非常勤:    2
     (薬       2)
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  318024,261,2 うさぎ薬局 〒858-0911 0956-47-8841有限会社ビタミン倶楽髙橋　洋子 平11. 6.23 薬局
     佐世保市竹辺町８４５番１ 常　勤:    1部　代表取締役　浅田 新規 現存
     (薬       1)　恭太 平29. 6.23
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  319024,262,0 なのはな薬局 〒858-0916 0956-29-1112株式会社西日本メディ坂田　竜二 平22. 5. 6 薬局
     佐世保市木宮町５－３０ 常　勤:    2カ　代表取締役　平山 その他 現存
     (薬       2)　俊二 平28. 5. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  320024,263,8 吉岡薬局 〒857-0143 0956-40-7386有限会社みどり薬局　津上　好子 平11. 9. 6 薬局
     佐世保市吉岡町１００３ー２ 常　勤:    1代表取締役　松本　良 新規 現存
     (薬       1)子 平29. 9. 6
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  321024,264,6 のどか薬局京坪店 〒857-0874 0956-42-0090有限会社和　代表取締奥川　美江 平11.10. 1 薬局
     佐世保市京坪町４ー１０ 常　勤:    4役　葺本　慎一 新規 現存
     (薬       4) 平29.10. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  322024,265,3 有限会社健薬局 〒857-0053 0956-25-6820有限会社健薬局　代表眞子　純 平21. 9.24 薬局
     佐世保市常盤町８－１２ 常　勤:    1取締役　眞子　純 その他 現存
     (薬       1) 平27. 9.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  323024,266,1 かわさき薬局　大野店〒857-0136 0956-40-9878有限会社　かわさき薬森　恵子 平11.11. 1 薬局
     佐世保市田原町９ー３ 常　勤:    3局　代表取締役　川﨑 新規 現存
     (薬       3)　治郎 平29.11. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  324024,267,9 みつば調剤薬局　山祇〒857-0822 0956-34-1650有限会社　みつば調剤真野　遥 平12. 1. 4 薬局
     店 佐世保市山祇町１９ー２０ 常　勤:    1薬局　代表取締役　原 新規 現存
     (薬       1)田　幹雄 平30. 1. 4
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  325024,270,3 薬局　リッキーファー〒858-0903 0956-41-4888有限会社　くすりのリ力武　肇 平24. 1. 1 薬局
     マシー 佐世保市上本山町１０３８ 常　勤:    1ッキー　代表取締役　 移転 現存
     (薬       1)力武　肇 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  326024,274,5 ひの薬局 〒858-0923 0956-42-2171有限会社　辻川ファー辻川　啓二 平13. 5. 1 薬局
     佐世保市日野町１１８０ー８ 常　勤:    1マ　代表取締役　辻川 新規 現存
     (薬       1)　啓二 平25. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  327024,275,2 ほんだ薬局 〒857-1161 0956-20-8911本田　日出男 本田　由紀子 平13. 6. 1 薬局
     佐世保市大塔町２０１５ー１ 常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平25. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  328024,277,8 城間薬局 〒859-3237 0956-20-4300株式会社　トータス　秀島　義浩 平13. 8. 1 薬局
     佐世保市城間町９６８ 常　勤:    1代表取締役　髙橋　抒 新規 現存
     (薬       1)見 平25. 8. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  329024,278,6 させぼ薬局 〒857-0134 0956-42-9333有限会社　みやね薬局宮根　見佐子 平13. 9. 1 薬局
     佐世保市瀬戸越２丁目１４ー１５常　勤:    3　代表取締役　宮根　 新規 現存
     (薬       3)謙二 平25. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  330024,279,4 薬剤師会会営薬局 〒857-0134 0956-41-4321一般社団法人　佐世保一ノ瀬　照子 平13. 9. 1 薬局
     佐世保市瀬戸越３丁目２ー２２ 常　勤:    1市薬剤師会　会長　井 新規 現存
     (薬       1)手　佳位輔 平25. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  331024,281,0 そうごう薬局早岐店 〒859-3213 0956-27-5301総合メディカル株式会廣瀬　崇博 平18. 8.16 薬局
     佐世保市権常寺町１５２４－５ 常　勤:    1社　代表取締役　坂本 移転 現存
     (薬       1)　賢治 平24. 8.16
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  332024,283,6 ぱぴぃ薬局 〒857-0016 0956-42-0515ぱぴぃ株式会社　代表下原　隆司 平13.12. 1 薬局
     佐世保市俵町６－９ 常　勤:    1取締役　川副　利昭 新規 現存
     (薬       1) 平25.12. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  333024,284,4 とみなが調剤薬局 〒857-0873 0956-26-0033有限会社　冨永調剤薬冨永　俊彦 平14. 1. 1 薬局
     佐世保市宮崎町１番３号 常　勤:    2局　取締役　冨永　俊 新規 現存
     (薬       2)彦 平26. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  334024,286,9 かまち薬局元町店 〒857-0059 0956-42-1321有限会社　ケイ・エム蒲池　芳明 平16. 4.10 薬局
     佐世保市元町１－８ 常　勤:    2・カンパニー　代表取 移転 現存
     (薬       2)締役　蒲池　芳明 平28. 4.10
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  335024,287,7 フジヤ薬品　合名会社〒857-0052 0956-42-0673フジヤ薬品　合名会社山田　豊弘 平14. 3. 1 薬局
     　「センター調剤薬局佐世保市松浦町５－１１ 常　勤:    2　代表社員　大川内　 新規 現存
     」 (薬       2)克俊 平26. 3. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  336024,288,5 あずま薬局 〒857-0054 0956-42-5100東ファーマシー株式会田辺　晃啓 平24.11. 3 薬局
     佐世保市栄町５－５ 常　勤:    2社　代表取締役　東　 移転 現存
     (薬       2)勇太郎 平24.11. 3
     非常勤:   16
     (薬      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  337024,292,7 すみや薬局 〒858-0914 0956-47-7676有限会社　すみや薬局蓑手　伸子 平14.10. 1 薬局
     佐世保市川下町４３２－１ 常　勤:    1　代表取締役　墨谷　 組織変更 現存
     (薬       1)泉 平26.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  338024,293,5 日野すまいる薬局 〒858-0923 0956-42-2593森重　典康 森重　典康 平14.10. 1 薬局
     佐世保市日野町１９０２番地１ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  339024,294,3 あいあい薬局 〒858-0904 0956-26-2525有限会社　まるファー大下　博章 平14.10. 1 薬局
     佐世保市中里町３４１－５ 常　勤:    1マシー　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)大下　博章 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  340024,295,0 イオン薬局大塔店 〒857-1161 0956-34-0023イオン九州株式会社　山下　誠 平14.11. 1 薬局
     佐世保市大塔町１４－２ 常　勤:    3代表取締役　柴田　祐 新規 現存
     (薬       3)司 平26.11. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
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  341024,297,6 トラスト薬局城山店 〒857-0033 0956-29-0881井手薬品株式会社　代藤田　啓三 平15. 4. 1 薬局
     佐世保市城山町３－２２　横田ビ常　勤:    1表取締役　井手　佳位 新規 現存
     ル１階 (薬       1)輔 平27. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  342024,299,2 させぼ薬局島瀬店 〒857-0806 0956-37-3966有限会社　みやね薬局宮根　智子 平15.10. 1 薬局
     佐世保市島瀬町４－１３　ピカデ常　勤:    1　代表取締役　宮根　 新規 現存
     リービル１階 (薬       1)謙二 平27.10. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  343024,301,6 有限会社　あいおい薬〒857-0051 0956-24-6288有限会社　あいおい薬山口　圭子 平16. 4. 1 薬局
     局 佐世保市浜田町１番１６号 常　勤:    1局　代表取締役　山口 組織変更 現存
     (薬       1)　圭子 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  344024,303,2 のどか薬局広田店 〒859-3223 0956-27-5656有限会社　和　代表取遠山　勇 平16. 5. 1 薬局
     佐世保市広田３丁目２４番９号 常　勤:    4締役　葺本　慎一 新規 現存
     (薬       4) 平28. 5. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  345024,304,0 みふね薬局 〒857-0068 0956-22-9476東ファーマシー株式会木原山　由紀 平16. 6. 1 薬局
     佐世保市御船町４－２５ 常　勤:    2社　代表取締役　東　 新規 現存
     (薬       2)勇太郎 平28. 6. 1
     非常勤:   15
     (薬      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  346024,306,5 のどか薬局　田原店 〒857-0136 0956-41-0360有限会社　和　代表取月川　卓実 平16.11. 1 薬局
     佐世保市田原町１７－１２ 常　勤:    3締役　葺本　愼一 新規 現存
     (薬       3) 平28.11. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  347024,307,3 菊水堂薬局　広田店 〒859-3223 0956-38-9298有限会社　菊水堂　代松永　一仁 平17. 2. 1 薬局
     佐世保市広田３－５－２２ 常　勤:    2表取締役　松永　一仁 新規 現存
     (薬       2) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  348024,308,1 さかい薬局　佐世保店〒857-1165 0956-33-7595株式会社さかい薬局　百﨑　浩貴 平17. 3. 1 薬局
     佐世保市大和町３４９－４ 常　勤:    1代表取締役　坂井　雅 新規 現存
     (薬       1)嗣 平29. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
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  349024,309,9 ゆうゆう薬局 〒857-1165 0956-27-2800東ファーマシー株式会長尾　尚俊 平17. 3. 1 薬局
     佐世保市大和町１５－２ 常　勤:    7社　代表取締役　東　 新規 現存
     (薬       7)勇太郎 平29. 3. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  350024,310,7 井手薬局塩浜店 〒857-0876 0956-37-2626井手薬品株式会社　代黒木　菜美 平17. 4. 1 薬局
     佐世保市塩浜町３－１２ 常　勤:    1表取締役　井手　佳位 新規 現存
     (薬       1)輔 平29. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  351024,311,5 美輪薬局　木場田店 〒857-0041 0956-25-3549有限会社　美輪ファー橋本　次男 平17. 8. 1 薬局
     佐世保市木場田町９－１８ 常　勤:    1マシー　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)橋本　次男 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  352024,312,3 有限会社　シオミ薬局〒857-0862 0956-31-7457有限会社シオミ薬局　中村　親一郎 平18. 4. 1 薬局
     佐世保市白南風町１－１６－１０常　勤:    3代表取締役　中村　親 新規 現存
     １ (薬       3)一郎 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  353024,313,1 ぺりかん薬局 〒857-0132 0956-41-4077有限会社ビタミン倶楽豊山　英樹 平18. 6. 1 薬局
     佐世保市松原町３５－９ 常　勤:    1部　代表取締役　浅田 新規 現存
     (薬       1)　恭太 平30. 6. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  354024,315,6 おおの薬局 〒857-0136 0956-41-4455東ファーマシー株式会矢敷　潤 平18.10. 1 薬局
     佐世保市田原町１１－２ 常　勤:    4社　代表取締役　東　 新規 現存
     (薬       4)勇太郎 平24.10. 1
     非常勤:   15
     (薬      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  355024,319,8 てんじん薬局 〒857-1174 0956-56-3323天神株式会社　代表取中村　三喜雄 平20. 4. 1 薬局
     佐世保市天神５－３３－１０ 常　勤:    2締役　中村　三喜雄 新規 現存
     (薬       2) 平26. 4. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  356024,320,6 はりお川原薬局 〒859-3451 0956-58-2131有限会社川原ファーマ嬉野　健一 平20. 4. 1 薬局
     佐世保市針尾東町２９－３ 常　勤:    2シー　代表取締役　川 新規 現存
     (薬       2)原　利春 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  357024,322,2 らいふ薬局　松浦店 〒857-0052 0956-29-3210株式会社ナチュラルラ藤堂　延昭 平21. 5. 1 薬局
     佐世保市松浦町２－２１　九十九常　勤:    1イフ　代表取締役　竹 新規 現存
     島ビル１階 (薬       1)原　稔 平27. 5. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  358024,324,8 今泉薬局　清水店 〒857-0034 0956-25-2080有限会社今泉調剤薬局作元　佐知子 平21. 6. 1 薬局
     佐世保市万徳町８－１６ 常　勤:    2　代表取締役　作元　 組織変更 現存
     (薬       2)誠司 平27. 6. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  359024,325,5 かわさき薬局湊町店 〒857-0055 0956-29-0310有限会社かわさき薬局 　清美 平21. 6. 1 薬局
     佐世保市湊町２－８　石井ビル１常　勤:    1　代表取締役　川﨑　 新規 現存
     Ｆ (薬       1)治郎 平27. 6. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  360024,326,3 フジヤ薬品合名会社　〒857-0862 0956-33-5727フジヤ薬品合名会社　大川内　誓子 平21. 6. 1 薬局
     フジヤ薬局　駅前店 佐世保市白南風町１－１３ＪＲ九常　勤:    2代表社員　大川内　克 新規 現存
     州佐世保ビル１０２ (薬       2)俊 平27. 6. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  361024,327,1 権常寺かわはら薬局 〒859-3213 0956-20-5550有限会社川原ファーマ川原　利春 平21. 8. 1 薬局
     佐世保市権常寺町１４９１－９ 常　勤:    1シー　代表取締役　川 新規 現存
     (薬       1)原　利春 平27. 8. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  362024,328,9 みつば調剤薬局　矢峰〒857-0133 0956-76-8861有限会社みつば調剤薬小出　敦子 平22. 4. 1 薬局
     店 佐世保市矢峰町８９－４ 常　勤:    1局　代表取締役　原田 新規 現存
     (薬       1)　幹雄 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  363024,329,7 あいりす薬局 〒857-1151 0956-76-8326株式会社トータス　代秀島　久見子 平22. 7. 1 薬局
     佐世保市日宇町６７８－４ 常　勤:    3表取締役　髙橋　抒見 新規 現存
     (薬       3) 平28. 7. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  364024,330,5 小阪薬局浜田町店 〒857-0051 0956-42-0123有限会社小阪薬局　代小阪　由喜 平29. 3. 6調剤 薬局
     佐世保市浜田町２番６号 常　勤:    1表取締役　小阪　信幸 移転 現存
     (薬       1) 平29. 3. 6
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  365024,331,3 みやぞえ薬局 〒857-0028 0956-37-0666株式会社みやぞえ薬局宮副　徹 平22. 9. 1 薬局
     佐世保市八幡町３－３ 常　勤:    1　代表取締役　宮副　 組織変更 現存
     (薬       1)徹 平28. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  366024,333,9 よつば調剤薬局 〒857-0802 0956-23-1108株式会社田中薬局　代田中　昭浩 平23. 8.17 薬局
     佐世保市高天町５－１５ 常　勤:    1表取締役　田中　昭浩 移転 現存
     (薬       1) 平29. 8.17
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  367024,334,7 大和調剤薬局 〒857-1165 0956-34-2841大和調剤薬局株式会社今上　真理 平23. 1. 1 薬局
     佐世保市大和町４０７－３ 常　勤:    2　代表取締役　 上　 組織変更 現存
     (薬       2)宏 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  368024,335,4 セレケア薬局 〒857-1153 0956-32-4788株式会社メディプラン川崎　勉 平23.10. 3 薬局
     佐世保市もみじが丘町４０－１６常　勤:    1コーポレーション　代 移転 現存
     (薬       1)表取締役　牧瀬　潤 平29.10. 3
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  369024,336,2 さわやか薬局 〒857-1153 0956-76-7730有限会社ケイ・エム・森　修壱郎 平23. 6. 1 薬局
     佐世保市もみじが丘町４０－３７常　勤:    1カンパニー　代表取締 新規 現存
     (薬       1)役　蒲池　芳明 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  370024,338,8 株式会社エム．エス．〒857-0871 0956-29-0080株式会社エム．エス．濱田　英水 平23.10. 1 薬局
     ファーマシー　もとし佐世保市本島町３－１４ 常　勤:    2ファーマシー　代表取 交代 現存
     ま薬局 (薬       2)締役　杉本　憲昭 平29.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  371024,339,6 ニック調剤薬局本山店〒858-0905 0956-42-6003株式会社ニック　代表塚本　恭平 平24. 3. 1 薬局
     佐世保市下本山町１３１４－１ 常　勤:    1取締役　吉川　正男 新規 現存
     (薬       1) 平30. 3. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
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  372024,340,4 ことひら薬局 〒857-0068 0956-59-8118東ファーマシー株式会濵邊　祥子 平24. 3. 1 薬局
     佐世保市御船町５－３０ 常　勤:    1社　代表取締役　東　 新規 現存
     (薬       1)勇太郎 平30. 3. 1
     非常勤:   14
     (薬      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  373024,341,2 潜竜調剤薬局 〒859-6134 0956-73-7888アローファーマ株式会近藤　優樹 平24. 4. 1 薬局
     佐世保市江迎町田ノ元４６９ 常　勤:    2社　代表取締役　田中 新規 現存
     (薬       2)　信利 平30. 4. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  374024,342,0 井手薬局京町店 〒857-0875 0956-37-2020井手薬品株式会社　代井手　弘美 平24. 4. 1 薬局
     佐世保市下京町９－１９ 常　勤:    1表取締役　井手　佳位 新規 現存
     (薬       1)輔 平30. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  375024,343,8 オレンジ薬局 〒857-0134 0956-59-8847株式会社ネクサスファ上田　幸一 平24. 8. 1 薬局
     佐世保市瀬戸越２－１４－４ 常　勤:    1ーマ　代表取締役　上 新規 現存
     (薬       1)田　幸一 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  376024,344,6 みやぞえ薬局　八幡ビ〒857-0028 0956-59-7990株式会社みやぞえ薬局久保　徳太郎 平24.10. 1 薬局
     ル店 佐世保市八幡町４－３－１０５ 常　勤:    2　代表取締役　宮副　 新規 現存
     (薬       2)徹 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  377024,345,3 セレケア薬局　大岳台〒857-1163 0956-59-5188株式会社メディプラン堀　正枝 平25. 3. 1 薬局
     支店 佐世保市大岳台町２１－１ 常　勤:    1コーポレーション　代 新規 現存
     (薬       1)表取締役　牧瀬　潤 平25. 3. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  378024,346,1 げんき堂薬局　大塔店〒857-1161 0956-59-7127株式会社ｇｅｎ　代表古荘　裕典 平25. 4. 1 薬局
     佐世保市大塔町１９－１７ 常　勤:    1取締役　久松　徹 新規 現存
     (薬       1) 平25. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  379024,347,9 井手薬局　松浦店 〒857-0052 0956-22-7770井手薬品株式会社　代井戸　正之 平25. 5. 1 薬局
     佐世保市松浦町２番９号 常　勤:    1表取締役　井手　佳位 新規 現存
     (薬       1)輔 平25. 5. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
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  380024,348,7 有限会社吉牟田薬局光〒858-0908 0956-59-9663有限会社吉牟田薬局　荒木　淳也 平25.10. 1 薬局
     町店 佐世保市光町１－５ 常　勤:    1代表取締役　荒木　公 新規 現存
     (薬       1)子 平25.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  381024,349,5 クオール薬局佐世保天〒857-1174 0956-46-5289クオール株式会社　代津村　優一 平25.11. 1 薬局
     神店 佐世保市天神五丁目１７番１４号常　勤:    1表取締役　中村　敬 新規 現存
     (薬       1) 平25.11. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  382024,350,3 のどか薬局指方店 〒859-3242 0956-59-5656有限会社和　代表取締牛草　有里 平25.12. 1 薬局
     佐世保市指方町２２２０番５ 常　勤:    3役　葺本　慎一 新規 現存
     (薬       3) 平25.12. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  383024,351,1 吉井調剤薬局 〒859-6326 0956-64-2733ヒューメディック株式國松　聡 平26. 2. 1 薬局
     佐世保市吉井町立石４５４－３ 常　勤:    2会社　代表取締役　山 交代 現存
     (薬       2)口　晃一郎 平26. 2. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  384024,352,9 セレケア薬局　宮崎支〒857-0873 0956-59-5838株式会社メディプラン吉野　文子 平26. 4. 1調剤 薬局
     店 佐世保市宮崎町４－３ 常　勤:    1コーポレーション　代 新規 現存
     (薬       1)表取締役　牧瀬　潤 平26. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  385024,353,7 かまち薬局日宇店 〒857-1151 0956-31-1839有限会社ケイ・エム・蒲池　祥昌 平29. 7.18調剤 薬局
     佐世保市日宇町６６１ 常　勤:    2カンパニー　代表取締 移転 現存
     (薬       2)役　蒲池　芳明 平29. 7.18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  386024,354,5 二丁目調剤薬局 〒857-1174 0956-59-9031株式会社　力武薬局　力武　和裕 平26. 9. 1調剤 薬局
     佐世保市天神２丁目１３－５０ 常　勤:    1代表取締役　力武　和 新規 現存
     (薬       1)裕 平26. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  387024,355,2 ふじわら薬局 〒857-0832 0956-59-5757東ファーマシー株式会田代　泰理 平26.10. 1調剤 薬局
     佐世保市藤原町３９－１ 常　勤:    1社　代表取締役　東　 新規 現存
     (薬       1)勇太郎 平26.10. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  388024,356,0 友愛薬局サンクル店 〒857-0054 0956-59-5002有限会社常豊　代表取中川　勝憲 平26.11. 1調剤 薬局
     佐世保市栄町５－９－２Ｆ 常　勤:    2締役　中川　勝憲 新規 現存
     (薬       2) 平26.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  389024,357,8 日本調剤佐世保中央薬〒857-0806 0956-37-3411日本調剤株式会社　代寺田　弘毅 平27. 2. 1調剤 薬局
     局 佐世保市島瀬町１０－９イオンシ常　勤:    4表取締役社長　三津原 新規 現存
     ョッピングセンター４Ｆ (薬       4)　博 平27. 2. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  390024,358,6 あかさき薬局 〒857-0064 0956-28-5059荒木　昭博 荒木　昭博 平27. 2. 1調剤 薬局
     佐世保市赤崎町２９６ 常　勤:    1 交代 現存
     (薬       1) 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  391024,359,4 早苗町調剤薬局 〒859-3211 0956-56-3700株式会社ニック　代表小島　光一朗 平28. 2. 1調剤 薬局
     佐世保市早苗町４８９－１０ 常　勤:    1取締役　 川　正男 組織変更 現存
     (薬       1) 平28. 2. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  392024,360,2 しかまち薬局 〒859-6202 0956-77-5870有限会社　エフ・エム里崎　裕之 平28. 6. 1調剤 薬局
     佐世保市鹿町町上歌ヶ浦４４６－常　勤:    1・シー　代表取締役　 新規 現存
     ３ (薬       1)森山　由浩 平28. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  393024,361,0 田中薬局 〒859-3223 0956-39-4193株式会社アガペ　代表田中　由美 平29. 5. 1調剤 薬局
     佐世保市広田３丁目１４－５１ 常　勤:    1取締役　藤木　一行 交代 現存
     (薬       1) 平29. 5. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  394024,362,8 井手薬局在宅療養支援〒857-0142 0956-59-6436井手薬品株式会社　代岩﨑　章吾 平30. 5. 1調剤 薬局
     つむぎ 佐世保市野中町８５－８ 常　勤:    1表取締役　井手　佳位 新規 現存
     (薬       1)輔 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
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  395024,363,6 新港薬局 〒857-0876 080-1726-6949株式会社中村ファーマ中村　孔明 平30. 6. 1調剤 薬局
     佐世保市塩浜町６－２２Ｓビル１常　勤:    1シー　代表取締役　中 新規 現存
     Ｆ (薬       1)村　孔明 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  396034,007,7 しまばら薬局 〒855-0825 0957-62-2414島原薬品合資会社しま織田　美智子 昭32.11. 1 薬局
     島原市広馬場町３３６ 常　勤:    1ばら薬局　代表社員　 新規 現存
     (薬       1)織田　幹夫 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  397034,011,9 （資）中央薬局 〒855-0806 0957-62-3588合資会社　中央薬局　織田　博子 昭33. 2. 1 薬局
     島原市中堀町６４ 常　勤:    2代表社員　織田　友博 新規 現存
     (薬       2) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  398034,016,8 第一薬局　湊店 〒855-0823 0957-63-5524有限会社第一薬局　代山口　保 昭60.12. 9 薬局
     島原市湊町５５－１ 常　勤:    1表取締役　桧和田　洋 新規 現存
     (薬       1)一 平27.12. 9
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  399034,020,0 たぐち薬局 〒855-0059 0957-62-4193有限会社たぐち薬局　田口　守 平 8. 3. 1 薬局
     島原市江戸丁１８７３番地６ 常　勤:    4代表取締役　田口　守 新規 現存
     (薬       4) 平29. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  400034,024,2 ひよこ薬局 〒855-0045 0957-65-0133有限会社ミヤハラメデ宮原　敏郎 平19. 5. 1 薬局
     島原市上の町９１７ 常　勤:    2ィカル　代表取締役　 移転 現存
     (薬       2)宮原　敏郎 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  401034,025,9 そうごう薬局白土湖店〒855-0836 0957-65-0321総合メディカル株式会小﨑　巧隆 平10.12.15 薬局
     島原市湖南町６８９６ー１ 常　勤:    1社　代表取締役　坂本 新規 現存
     (薬       1)　賢治 平28.12.15
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  402034,028,3 有限会社　織田薬局 〒855-0045 0957-62-2613有限会社織田薬局　代織田　康男 平11. 4. 1 薬局
     島原市上の町８６１番地 常　勤:    1表取締役　織田　康男 組織変更 現存
     (薬       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  403034,030,9 森岳調剤薬局 〒855-0044 0957-65-0316有限会社　くわの実　本村　史 平12. 3. 1 薬局
     島原市中町８１０ー３ 常　勤:    2代表取締役　松本　真 新規 現存
     (薬       2)紀 平30. 3. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  404034,031,7 たぐち薬局　津町店 〒855-0814 0957-64-4976有限会社たぐち薬局　渡邊　郁子 平25.12. 1 薬局
     島原市津町４０９－１４ 常　勤:    2代表取締役　田口　守 移転 現存
     (薬       2) 平25.12. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  405034,032,5 第一薬局 〒855-0803 0957-63-5001有限会社第一薬局　代杉山　易江 平12. 4. 3 薬局
     島原市新町１丁目２２３ 常　勤:    2表取締役　桧和田　洋 新規 現存
     (薬       2)一 平30. 4. 3
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  406034,033,3 祐調剤薬局 〒855-0011 0957-63-6338有限会社　爽美堂　取金山　央 平12. 7. 1 薬局
     島原市御手水町甲２３０３ー１ 常　勤:    1締役　金山　央 新規 現存
     (薬       1) 平24. 7. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  407034,034,1 まい調剤薬局 〒855-0832 0957-64-4119有限会社　グロウ　代田鶴　英樹 平14. 8. 5 薬局
     島原市坂上町７５４３－３ 常　勤:    3表取締役　中江　公成 新規 現存
     (薬       3) 平26. 8. 5
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  408034,035,8 有限会社　キリン堂薬〒855-0042 0957-64-4423有限会社　キリン堂薬髙木　美穂子 平14. 9. 1 薬局
     局 島原市片町６４１番地 常　勤:    1局　代表取締役　髙木 新規 現存
     (薬       1)　義和 平26. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  409034,036,6 有限会社　ハロー薬局〒855-0802 0957-65-4060有限会社ハロー薬局島瀨﨑　誠 平16. 1. 1 薬局
     島原店 島原市弁天町二丁目７３８９番地常　勤:    3原店　代表取締役　瀨 新規 現存
     ９ (薬       3)﨑　誠 平28. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  410034,037,4 虹の薬局 〒855-0809 0957-62-5629有限会社　スカイファ馬場　清志 平25. 8. 1 薬局
     島原市桜町９５３番地１号 常　勤:    2ーマシー　代表取締役 移転 現存
     (薬       2)　馬場　清志 平25. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  411034,038,2 島原薬剤師会薬局 〒855-0861 0957-65-0301一般社団法人島原薬剤吉田　恵美子 平18. 4. 1 薬局
     島原市下川尻町７９３２－８ 常　勤:    2師会　代表理事　織田 新規 現存
     (薬       2)　康男 平30. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  412034,040,8 溝上薬局北門町店 〒855-0032 0957-65-5532株式会社　ミズ　代表原　由貴 平22. 6. 1 薬局
     島原市北門町１０３番７ 常　勤:    2取締役　溝上　泰興 新規 現存
     (薬       2) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  413034,041,6 溝上薬局中安徳店 〒855-0875 0957-73-9211株式会社ミズ　代表取佐藤　祥孝 平23. 9. 1 薬局
     島原市中安徳町４３６６－１ 常　勤:    2締役　溝上　泰興 新規 現存
     (薬       2) 平29. 9. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  414034,042,4 あんなか薬局 〒855-0875 0957-73-9941西岡　雄一 西岡　雄一 平24. 5. 1 薬局
     島原市中安徳町丁４３０９ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  415034,043,2 はくあい堂薬局 〒855-0862 0957-73-9811博愛堂ファーマシー株水田　晋一朗 平25.10. 1 薬局
     島原市新湊１－４２ 常　勤:    3式会社　代表取締役　 新規 現存
     (薬       3)水田　晋一朗 平25.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  416034,044,0 健康堂薬局　えびす店〒855-0816 0957-65-5022有限会社　健康堂　代山本　照子 平26. 4. 1調剤 薬局
     島原市蛭子町２－９３７ 常　勤:    2表取締役　桧和田　洋 新規 現存
     (薬       2)一 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  417034,045,7 フラーワー調剤薬局 〒855-0806 0957-65-0265株式会社　エンブレス山室　昌代 平26. 9. 1調剤 薬局
     島原市中堀町６２ 常　勤:    2まつふじ　代表取締役 交代 現存
     (薬       2)　松藤　欣治 平26. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  418034,046,5 はくあい堂新田薬局 〒855-0043 0957-65-0210博愛堂ファーマシー株前田　恭江 平27.12. 1調剤 薬局
     島原市新田町５８７－１３ 常　勤:    3式会社　代表取締役　 新規 現存
     (薬       3)水田　晋一朗 平27.12. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  419044,007,5 しらぬひ薬局 〒854-0071 0957-22-3430不知火薬品株式会社　宮﨑　信子 平29. 4. 1調剤 薬局
     諫早市永昌東町９－８ 常　勤:    1代表取締役　宮﨑　清 移転 現存
     (薬       1)彰 平29. 4. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  420044,021,6 カサマツ薬局 〒854-0074 0957-26-2814有限会社　カサマツ薬山口　綾子 昭53. 5. 1 薬局
     諫早市山川町１－５ 常　勤:    3局　代表取締役　大間 新規 現存
     (薬       3)　賢一 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  421044,025,7 ゆきざわ薬局 〒854-0074 0957-26-7373合資会社　雪澤薬局　難波　慎治 昭54.11. 9 薬局
     諫早市山川町３－４ 常　勤:    3代表者　藤村　尚賢 組織変更 現存
     (薬       3) 平24.11. 9
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  422044,027,3 坂本薬局 〒854-0013 0957-22-3531合同会社　坂本薬局　坂本　滋子 昭55. 1. 1 薬局
     諫早市栄町４－７ 常　勤:    1代表社員　坂本　繁 新規 現存
     (薬       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  423044,040,6 しろみ薬局 〒854-0005 0957-23-2838有限会社　一心堂　代木下　直幸 平 9. 7. 7 薬局
     諫早市城見町１３－５ 常　勤:    5表取締役　堀　剛 移転 現存
     (薬       5) 平24. 7. 7
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  424044,045,5 ヤマカワ薬局 〒854-0074 0957-26-3025株式会社　トータス　多良　圭子 平20.12. 1 薬局
     諫早市山川町３－１ 常　勤:    3代表取締役　髙橋　抒 移転 現存
     (薬       3)見 平26.12. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  425044,050,5 東本町薬局 〒854-0026 0957-24-2672有限会社　堀薬局　代田崎　香緒利 平 3. 2. 4 薬局
     諫早市東本町２－１０ 常　勤:    2表取締役　堀　敏彦 新規 現存
     (薬       2) 平30. 2. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  426044,051,3 有限会社　平和堂薬局〒854-0011 0957-22-3462有限会社　平和堂薬局貞包　啓雄 平 3. 3. 1 薬局
     諫早市八天町６－２ 常　勤:    2　代表取締役　貞包　 交代 現存
     (薬       2)悦子 平30. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  427044,054,7 パサージュ　しらぬひ〒854-0071 0957-21-0311不知火薬品株式会社　木立　一雄 平 6. 5. 2 薬局
     薬局 諫早市永昌東町２４６番地 常　勤:    1代表取締役　宮崎　清 新規 現存
     (薬       1)彰 平30. 5. 2
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  428044,064,6 天満薬局 〒854-0006 0957-22-2726有限会社　一心堂　代西村　峰子 平 9. 3. 1 薬局
     諫早市天満町１２－２７ 常　勤:    3表取締役　堀　剛 新規 現存
     (薬       3) 平30. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  429044,067,9 ますだ薬局 〒854-0072 0957-25-6116益田　憲治 益田　憲治 平 9. 7.29 薬局
     諫早市永昌町４４－１６ 常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平24. 7.29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  430044,069,5 コスモス薬局 〒854-0014 0957-24-2425有限会社　コンフォー本多　良三 平27. 8.24調剤 薬局
     諫早市東小路町４－２７ 常　勤:    1ト　代表取締役　関根 移転 現存
     (薬       1)　章 平27. 8.24
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  431044,070,3 むつごろう薬局 〒859-0304 0957-23-9277不知火薬品株式会社　高崎　正磁 平10. 3. 6 薬局
     諌早市白浜町２６１２ー１１ 常　勤:    1代表取締役　宮﨑　清 新規 現存
     (薬       1)彰 平28. 3. 6
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  432044,071,1 みどり調剤薬局 〒854-0006 0957-21-5517有限会社みどり調剤薬原田　哲嗣 平10. 4. 1 薬局
     諫早市天満町３ー６ 常　勤:    3局　代表取締役　堀　 新規 現存
     (薬       3)剛 平28. 4. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
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  433044,073,7 そうごう薬局真崎店 〒854-0084 0957-27-1411総合メディカル株式会江口　慶弘 平10. 5. 1 薬局
     諫早市真崎町１６１０番地１４ 常　勤:    1社　代表取締役　坂本 新規 現存
     (薬       1)　賢治 平28. 5. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  434044,076,0 有限会社　コミット薬〒854-0062 0957-25-5735有限会社コミット薬局吉田　徹 平11. 3. 1 薬局
     局 諫早市小船越町８番地７ 常　勤:    1　代表取締役　堀　浩 新規 現存
     (薬       1)文 平29. 3. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  435044,077,8 西諫早薬局 〒854-0063 0957-25-3505株式会社　トータス　沼田　敬直 平11. 4. 1 薬局
     諫早市貝津町３０２３ー１ 常　勤:    3代表取締役　髙橋　抒 新規 現存
     (薬       3)見 平29. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  436044,079,4 ながた薬局 〒859-0301 0957-20-4040有限会社コンフォート関根　章 平11. 4. 1 薬局
     諫早市長田町２５５８－２ 常　勤:    1　代表取締役　関根　 新規 現存
     (薬       1)章 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  437044,082,8 れもん薬局 〒854-0072 0957-26-0033有限会社　グロウ　代貝田　和晃 平12. 1. 1 薬局
     諫早市永昌町５ー１３ 常　勤:    1表取締役　中江　公成 組織変更 現存
     (薬       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  438044,084,4 かわはら薬局宇都店 〒854-0061 0957-28-9838有限会社　ケミスト　木下　円子 平12. 6. 1 薬局
     諫早市宇都町１６８ー５ 常　勤:    3代表取締役　川原　聡 新規 現存
     (薬       3) 平30. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  439044,085,1 ふれあい薬局 〒854-0081 0957-25-1092有限会社　グロウ　代岡本　孝 平12. 6. 5 薬局
     諫早市栄田町３１ー４８ 常　勤:    2表取締役　中江　公成 新規 現存
     (薬       2) 平30. 6. 5
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  440044,088,5 フラワー薬局 〒854-0071 0957-22-9088有限会社ミデック　取伊奈　由美子 平16. 7. 1 薬局
     諫早市永昌東町１３－６ 常　勤:    1締役　岡部　裕子 新規 現存
     (薬       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  441044,089,3 諫早駅前薬局 〒854-0071 0957-21-8004有限会社　エイト　取津田　晃男 平17. 4. 1 薬局
     諫早市永昌東町１８－８ 常　勤:    1締役　津田　晃男 新規 現存
     (薬       1) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  442044,091,9 トーラサンベ薬局 〒854-0071 0957-24-2550不知火薬品株式会社　岩永　直子 平17. 5. 1 薬局
     諫早市永昌東町２－１７ 常　勤:    1代表取締役　宮﨑　清 新規 現存
     (薬       1)彰 平29. 5. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  443044,092,7 ニコニコ調剤薬局 〒854-0014 0957-24-0800有限会社　山口健生堂山口　裕美 平17. 8. 1 薬局
     諫早市東小路町１０－２８ 常　勤:    1　代表取締役　山口　 新規 現存
     (薬       1)裕美 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  444044,093,5 日本調剤　永昌薬局 〒854-0071 0957-35-0123日本調剤株式会社　代浅　健太 平17.10. 1 薬局
     諫早市永昌東町２２－５ 常　勤:    6表取締役　三津原　博 新規 現存
     (薬       6) 平29.10. 1
     非常勤:   20
     (薬      20)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  445044,096,8 株式会社あおぞら薬局〒854-0016 0957-35-1388株式会社あおぞら薬局和田　稔 平22.12.27 薬局
     諫早市高城町９－５ 常　勤:    2　代表取締役　和田　 移転 現存
     (薬       2)稔 平28.12.27
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  446044,098,4 中央薬局 〒854-0071 0957-35-1010有限会社コンフォート横瀬　健 平19. 8. 1 薬局
     諫早市永昌東町１５－８ 常　勤:    3　代表取締役　関根　 新規 現存
     (薬       3)章 平25. 8. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  447044,102,4 原田薬局多良見店 〒859-0401 0957-27-2155株式会社　健聖舎　代田上　沙有里 平20. 9. 1 薬局
     諫早市多良見町化屋１８１１－２常　勤:    1表取締役　原田　聖子 新規 現存
     (薬       1) 平26. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  448044,104,0 しめんばし薬局 〒854-0006 0957-36-5333株式会社　ＷＩＴＨ　川野　かおり 平20.10. 1 薬局
     諫早市天満町５－６ 常　勤:    2ＹＵ　代表取締役　大 新規 現存
     (薬       2)村　裕一 平26.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  449044,105,7 ライオン薬局 〒854-0071 0957-23-5800株式会社ライオン調剤橋本　隆志 平20.10. 1 薬局
     諫早市永昌東町１９－１３ 常　勤:    1　代表取締役　大嶋　 新規 現存
     (薬       1)一鶴 平26.10. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  450044,106,5 美南の丘薬局 〒854-0053 0957-56-9080有限会社ケミスト　代松枝　寛子 平21. 4. 1 薬局
     諫早市小川町４５３－１ 常　勤:    2表取締役　川原　聡 新規 現存
     (薬       2) 平27. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  451044,108,1 いずみ薬局 〒854-0003 0957-56-8115株式会社ＴＡＩＯ　代野口　英子 平22. 4. 1 薬局
     諫早市泉町１７－１６ 常　勤:    1表取締役　井手　陽一 新規 現存
     (薬       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  452044,109,9 なまず薬局 〒859-0401 0957-43-0272有限会社ケミスト　代佐藤　育子 平22. 8. 1 薬局
     諫早市多良見町化屋９４４－４ 常　勤:    1表取締役　川原　聡 交代 現存
     (薬       1) 平28. 8. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  453044,110,7 原田薬局貝津店 〒854-0063 0957-27-1330株式会社健聖舎　代表山田　継俊 平22.12. 1 薬局
     諫早市貝津町１７０３－１ 常　勤:    1取締役　原田　聖子 交代 現存
     (薬       1) 平28.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  454044,112,3 かなや調剤薬局 〒854-0004 0957-47-9941株式会社山原メディカ山本　修義 平23. 8. 1 薬局
     諫早市金谷町１１－１７ 常　勤:    2ル　代表取締役　山本 新規 現存
     (薬       2)　修義 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  455044,115,6 東小路薬局 〒854-0014 0957-47-8522株式会社トータス　代友成　正英 平24. 2. 1 薬局
     諫早市東小路町１２－７ 常　勤:    2表取締役　髙橋　抒見 新規 現存
     (薬       2) 平30. 2. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  456044,116,4 八坂薬局 〒854-0025 0957-24-3350株式会社松藤メディカ佐藤　好章 平24. 4. 1 薬局
     諫早市八坂町５－２ 常　勤:    1ル　代表取締役　松尾 交代 現存
     (薬       1)　哲壽 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  457044,117,2 久山台薬局 〒854-0067 0957-47-8322有限会社浜町薬局　代道祖尾　太朗 平24. 4. 1 薬局
     諫早市久山台４４－１ 常　勤:    2表取締役　松永　安子 新規 現存
     (薬       2) 平30. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  458044,118,0 ローズマリー薬局 〒859-0403 0957-43-8832株式会社九州メディカ吉田　忠弘 平24. 7. 1 薬局
     諫早市多良見町市布５１６－１ 常　勤:    2ル工房　代表取締役　 組織変更 現存
     (薬       2)吉田　忠弘 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  459044,119,8 やました薬局 〒854-0001 0957-47-5702株式会社オフィスヤマ中村　光 平25. 2. 1 薬局
     諫早市福田町２４０５－３ 常　勤:    2シタ　代表取締役　山 新規 現存
     (薬       2)下　秀一 平25. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  460044,120,6 小野島薬局 〒854-0031 0957-47-9343株式会社ソフトライフ土井　康裕 平26. 1. 1 薬局
     諫早市小野島町１３２－１ 常　勤:    1　代表取締役　平沼　 新規 現存
     (薬       1)正和 平26. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  461044,121,4 こまち薬局 〒854-0034 0957-35-1585有限会社一心堂　代表中山　優子 平29. 5.29調剤 薬局
     諫早市小野町２７８－１ 常　勤:    3取締役　堀　剛 移転 現存
     (薬       3) 平29. 5.29
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  462044,122,2 ヤクシン薬局　御館山〒854-0072 0957-44-8300株式会社　ヤクシンＰ小林　康文 平26. 3. 1 薬局
     店 諫早市永昌町４３番１９号 常　勤:    3Ｇ　代表取締役　藤本 新規 現存
     (薬       3)　明弘 平26. 3. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
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  463044,123,0 くやま薬局 〒854-0066 0957-46-8558有限会社一心堂　代表若杉　明子 平26. 3. 1 薬局
     諫早市久山町２１７７－１ 常　勤:    3取締役　堀　剛 新規 現存
     (薬       3) 平26. 3. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  464044,124,8 そうごう薬局諫早小野〒854-0034 0957-56-9831総合メディカル株式会八木　ひとみ 平26. 3. 1歯   小歯 歯外薬局
     町店 諫早市小野町３３２－１ 常　勤:    1社　代表取締役　坂本 新規 現存
     (薬       1)　賢治 平26. 3. 1
     非常勤:   13
     (薬      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  465044,125,5 そうごう薬局諫早久山〒854-0067 0957-47-6061総合メディカル株式会飯田　邦博 平26. 7. 1調剤 薬局
     台店 諫早市久山台１０－１ 常　勤:    1社　代表取締役　坂本 新規 現存
     (薬       1)　賢治 平26. 7. 1
     非常勤:   14
     (薬      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  466044,127,1 はーとふる薬局 〒854-0004 0957-47-6161有限会社　一心堂　代山崎　容子 平27. 6. 1調剤 薬局
     諫早市金谷町３－２９光楓ビル１常　勤:    1表取締役　堀　剛 新規 現存
     階 (薬       1) 平27. 6. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  467044,128,9 こながい薬局 〒859-0165 0957-34-2700株式会社マテリアメデ兒玉　稔 平27. 6. 1調剤 薬局
     諫早市小長井町小川原浦６５４－常　勤:    3ィカ　代表取締役　兒 新規 現存
     ５ (薬       3)玉　稔 平27. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  468044,129,7 もろおか薬局幸町店 〒854-0022 0957-36-6001有限会社もろおか薬品德永　愛 平28. 3. 1調剤 薬局
     諫早市幸町３０８－１ 常　勤:    1　取締役　諸岡　健吾 組織変更 現存
     (薬       1) 平28. 3. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  469044,130,5 うえの町薬局 〒854-0042 0957-47-6220有限会社ケミスト　代吉川　美幸 平28. 9. 1調剤 薬局
     諫早市上野町１０－１２ 常　勤:    1表取締役　川原　聡 新規 現存
     (薬       1) 平28. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  470044,131,3 日本調剤小船越薬局 〒854-0062 0957-46-5391日本調剤株式会社　代尾田　隆寿 平28. 9. 1調剤 薬局
     諫早市小船越町１１４９－２ 常　勤:    2表取締役社長　三津原 交代 現存
     (薬       2)　博 平28. 9. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  471044,132,1 日本調剤ニュータウン〒854-0074 0957-47-8851日本調剤株式会社　代吉竹　真利 平28. 9. 1調剤 薬局
     薬局 諫早市山川町４－２ 常　勤:    1表取締役社長　三津原 交代 現存
     (薬       1)　博 平28. 9. 1
     非常勤:   15
     (薬      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  472044,133,9 もろおか幸盛堂薬局 〒854-0012 0957-24-1547有限会社もろおか薬品高原　誉子 平29. 6. 1調剤 薬局
     諫早市本町６－６ランドアーク本常　勤:    1　取締役　諸岡　健吾 交代 現存
     町１０１号 (薬       1) 平29. 6. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  473044,134,7 こはく堂薬局 〒854-0014 0957-24-1816株式会社こはく堂　代池田　理恵 平29.10. 1調剤 薬局
     諫早市東小路町１０－１６ 常　勤:    2表取締役　福島　保悦 組織変更 現存
     (薬       2) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  474044,135,4 原田薬局西栄田店 〒854-0082 0957-47-6036合資会社原田商店　代丸尾　敦志 平30. 1. 1調剤 薬局
     諫早市西栄田町６６２－５ 常　勤:    1表社員　原田　聖子 新規 現存
     (薬       1) 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  475044,136,2 宇都薬局 〒854-0061 0957-36-5310株式会社ＹＨＡ　代表河野　吉彦 平30. 4. 1調剤 薬局
     諫早市宇都町１８０－１ 常　勤:    2取締役　河野　吉彦 交代 現存
     (薬       2) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  476054,022,1 有限会社　前川薬局 〒856-0805 0957-55-8205有限会社　前川薬局　池下　美紀子 昭55. 9.29 薬局
     大村市竹松本町１０４６ 常　勤:    1代表取締役　山道　竜 新規 現存
     (薬       1)司 平28. 9.29
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  477054,034,6 諏訪薬局三城店 〒856-0823 0957-53-8860有限会社諏訪薬局　代北山　由起子 平10. 7. 1 薬局
     大村市乾馬場町８４３ー９ 常　勤:    1表取締役　諏訪　敏幸 移転 現存
     (薬       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
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  478054,035,3 有限会社　サカイ保健〒856-0822 0957-54-2756有限会社　サカイ保健酒井　俊夫 昭63. 3.23 薬局
     薬局 大村市古町２丁目５３３－１ 常　勤:    2薬局　代表取締役　酒 組織変更 現存
     (薬       2)井　俊夫 平30. 3.23
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  479054,037,9 国立病院前薬局 〒856-0835 0957-52-4001有限会社イワナガ写真岩永　克三 平元.11. 8 薬局
     大村市久原２丁目１０３３－７ 常　勤:    1薬局　代表取締役　岩 新規 現存
     (薬       1)永　克三 平28.11. 8
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  480054,043,7 石原薬局　大村店 〒856-0826 0957-53-9737有限会社　石原薬局　石原　真治 平 5. 7. 5 薬局
     大村市東三城町１４８番地１ 常　勤:    3代表取締役　石原　眞 組織変更 現存
     (薬       3)治 平29. 7. 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  481054,046,0 さくら薬局大村店 〒856-0806 0957-55-5940株式会社トータル・メ犬塚　博貴 平11. 3. 1 薬局
     大村市富の原２丁目２４２－５ 常　勤:    2ディカルサービス　代 移転 現存
     (薬       2)表取締役　錦戸　裕幸 平29. 3. 1
     非常勤:   12
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  482054,048,6 そうごう薬局大村東店〒856-0831 0957-52-3361総合メディカル株式会井口　嵩士 平 9. 5. 1 薬局
     大村市東本町５２４ 常　勤:    2社　代表取締役　坂本 交代 現存
     (薬       2)　賢治 平30. 5. 1
     非常勤:   19
     (薬      19)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  483054,049,4 そうごう薬局大村店 〒856-0813 0957-54-8587総合メディカル株式会寺田　義和 平 9. 5. 1 薬局
     大村市西大村本町２１０－５ 常　勤:    2社　代表取締役　坂本 交代 現存
     (薬       2)　賢治 平30. 5. 1
     非常勤:   14
     (薬      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  484054,050,2 誠真堂薬局　杭出津店〒856-0828 0957-53-0734有限会社　ケンコーメ藤川　 也 平12.12. 4 薬局
     大村市杭出津２ー５８２ー８ 常　勤:    2ディカル　代表取締役 移転 現存
     (薬       2)　藤川　 也 平24.12. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  485054,051,0 まえかわ調剤薬局 〒856-0805 0957-55-6211有限会社前川薬局　代山道　竜司 平 9.11. 1 薬局
     大村市竹松本町９３７ー１１ 常　勤:    2表取締役　山道　竜司 新規 現存
     (薬       2) 平24.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
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  486054,057,7 諏訪薬局古賀島店 〒856-0817 0957-52-2433有限会社諏訪薬局　代吉武　真希子 平11. 3.15 薬局
     大村市古賀島町１１０ー６８ 常　勤:    2表取締役　諏訪　敏幸 組織変更 現存
     (薬       2) 平29. 3.15
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  487054,058,5 ユウアイ薬局大村店 〒856-0828 0957-20-7081有限会社メディカルオ白川　博典 平11. 9.29 薬局
     大村市杭出津２丁目１４４８ 常　勤:    2フィス　代表取締役　 新規 現存
     (薬       2)石田　秀雄 平29. 9.29
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  488054,060,1 そうごう薬局　大村駅〒856-0831 0957-52-5622総合メディカル株式会德久　崇 平16. 6. 1 薬局
     前店 大村市東本町１４３ 常　勤:    2社　代表取締役　坂本 移転 現存
     (薬       2)　賢治 平28. 6. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  489054,061,9 すずらん薬局 〒856-0812 0957-49-5008野田　裕一 野田　裕一 平12.12. 1 薬局
     大村市桜馬場２ー４５５ー３ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  490054,067,6 わかば薬局 〒856-0026 0957-48-5070有限会社　ファイン　本多　裕子 平14. 1. 1 薬局
     大村市池田１丁目１７５－３ 常　勤:    4代表取締役　出良　心 新規 現存
     (薬       4)一 平26. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  491054,068,4 諏訪薬局峯の平店 〒856-0023 0957-52-1028有限会社　諏訪薬局　 野　真也 平26. 8. 1調剤 薬局
     大村市上諏訪町８３８－１ 常　勤:    6代表取締役　諏訪　敏 移転 現存
     (薬       6)幸 平26. 8. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  492054,069,2 優愛薬局向陽店 〒856-0825 0957-48-6300有限会社　メディカル谷川　英明 平14. 9. 1 薬局
     大村市西三城町１７－１２　１Ｆ常　勤:    3オフィス　代表取締役 新規 現存
     (薬       3)　石田　秀雄 平26. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  493054,072,6 イオン薬局大村店 〒856-0836 0957-50-2223イオン九州株式会社　上籠　賢之 平15.11. 1 薬局
     大村市幸町２５－２００ 常　勤:    3代表取締役　柴田　祐 新規 現存
     (薬       3)司 平27.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
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  494054,073,4 諏訪薬局スワ店 〒856-0024 0957-53-1015有限会社　諏訪薬局　諏訪　晴之 平16. 3. 1 薬局
     大村市諏訪２丁目６５８－２２ 常　勤:    2代表取締役　諏訪　敏 組織変更 現存
     (薬       2)幸 平28. 3. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  495054,077,5 うちだ調剤薬局 〒856-0831 0957-54-3303有限会社　ひろお　代鳥越　亜矢子 平17.10. 1 薬局
     大村市東本町５７８ 常　勤:    2表取締役　内田　直樹 組織変更 現存
     (薬       2) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  496054,078,3 そえじま薬局 〒856-0046 0957-52-8585副島　博通 副島　博通 平17.10. 1 薬局
     大村市木場１－９４６－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  497054,079,1 ちゅーりっぷ薬局大村〒856-0023 0957-52-4110有限会社健正　代表取野田　力 平18. 4. 1 薬局
     店 大村市上諏訪町１０９４－５ 常　勤:    2締役　若杉　亨 新規 現存
     (薬       2) 平30. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  498054,080,9 長崎中央調剤薬局 〒856-0835 0957-53-9301一般社団法人大村東彼井上　善博 平18. 4. 1 薬局
     大村市久原２－１０６６－１７ 常　勤:    6薬剤師会　代表理事　 新規 現存
     (薬       6)塚田　正之 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  499054,081,7 こころ薬局 〒856-0026 0957-48-5558株式会社いわさ薬局　前田　絵里子 平18. 6. 1 薬局
     大村市池田２－２９９－１ 常　勤:    1代表取締役　岩佐　憲 組織変更 現存
     (薬       1)一 平30. 6. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  500054,083,3 おおしま薬局（諏訪店〒856-0024 0957-54-0006有限会社　小阪薬局　小阪　遼嗣 平20.10. 1 薬局
     ） 大村市諏訪１－８７８－３ 常　勤:    1代表取締役　小阪　信 新規 現存
     (薬       1)幸 平26.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  501054,084,1 ＪＲ九州ドラッグイレ〒856-0814 0957-20-7231ＪＲ九州ドラッグイレ糠谷　一子 平20. 9.16 薬局
     ブン薬局大村店 大村市松並１－１５７－２３ 常　勤:    1ブン株式会社　代表取 新規 現存
     (薬       1)締役　今林　泰 平26. 9.16
     非常勤:    9
     (薬       9)
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  502054,086,6 木山調剤薬局　諏訪店〒856-0024 0957-46-6181キヤマメディカル株式大村　真史 平21. 3. 1 薬局
     大村市諏訪３－２３０－２ 常　勤:    2会社　代表取締役　木 新規 現存
     (薬       2)山　為彦 平27. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  503054,087,4 ミツバチ薬局 〒856-0817 0957-48-5210株式会社ビーネン　代下坂　美紀 平21. 8. 1 薬局
     大村市古賀島町５９３－２ 常　勤:    1表取締役　下坂　健 新規 現存
     (薬       1) 平27. 8. 1
     非常勤:    2
     (医       1)
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  504054,088,2 オレンジ薬局大村店 〒856-0814 0957-52-8680株式会社アクシス　代吉田　一郎 平22. 1. 1 薬局
     大村市松並２－１８４－２０ 常　勤:    2表取締役　芳野　直人 交代 現存
     (薬       2) 平28. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  505054,091,6 きらら薬局 〒856-0806 0957-49-0850河村　綾子 河村　綾子 平24. 5. 5 薬局
     大村市富の原２－２４９－２ 常　勤:    1 移転 現存
     (薬       1) 平30. 5. 5
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  506054,092,4 長崎調剤薬局　富の原〒856-0806 0957-47-9877キヤマメディカル株式酒本　真也 平26. 3. 3調剤 薬局
     店 大村市富の原２－７４８－１ 常　勤:    1会社　代表取締役　木 移転 現存
     (薬       1)山　為彦 平26. 3. 3
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  507054,093,2 久原薬局 〒856-0835 0957-52-6428株式会社久原薬局　代高木　由美 平24. 1. 1 薬局
     大村市久原２－９９９－１１ 常　勤:    3表取締役　髙木　由美 組織変更 現存
     (薬       3) 平30. 1. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  508054,095,7 三城薬局 〒856-0031 0957-53-0088株式会社ＵＳ　代表取西島　靖雄 平25. 1. 1 薬局
     大村市三城町６２９－１ 常　勤:    1締役　瀨﨑　誠 新規 現存
     (薬       1) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  509054,096,5 そうごう薬局大村幸町〒856-0836 0957-52-5221総合メディカル株式会北浦　大至 平25. 8. 1 薬局
     店 大村市幸町２５－７２ 常　勤:    1社　代表取締役　坂本 新規 現存
     (薬       1)　賢治 平25. 8. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  510054,097,3 そうごう薬局大村古賀〒856-0817 0957-53-2101総合メディカル株式会冬木　誠二 平25. 9. 1 薬局
     島町店 大村市古賀島町１７７７－１ 常　勤:    1社　代表取締役　坂本 新規 現存
     (薬       1)　賢治 平25. 9. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  511054,099,9 長崎調剤薬局　宮小路〒856-0807 0957-47-9633キヤマメディカル株式中竹　陽子 平26. 4. 1調剤 薬局
     店 大村市宮小路３ー１３３４ー６ 常　勤:    1会社　代表取締役　木 新規 現存
     (薬       1)山　為彦 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  512054,100,5 おおしま薬局（富の原〒856-0806 0957-55-0003株式会社　勝山薬局　仙波　享美 平26. 3. 1調剤 薬局
     店） 大村市富の原２－２１５－１ 常　勤:    2代表取締役　大嶋　一 組織変更 現存
     (薬       2)鶴 平26. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  513054,102,1 日本調剤久原薬局 〒856-0835 0957-20-8121日本調剤株式会社　代平石　喜一郎 平28. 9. 1調剤 薬局
     大村市久原２－８９９－１０ 常　勤:    2表取締役社長　三津原 交代 現存
     (薬       2)　博 平28. 9. 1
     非常勤:   14
     (薬      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  514054,103,9 日本調剤乾馬場薬局 〒856-0823 0957-46-7613日本調剤株式会社　代伊藤　健三 平28. 9. 1調剤 薬局
     大村市乾馬場町８８４－１０ 常　勤:    1表取締役社長　三津原 交代 現存
     (薬       1)　博 平28. 9. 1
     非常勤:   16
     (薬      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  515054,104,7 ロイヤル薬局長崎大村〒856-0815 0957-47-5078株式会社日本メディッ三根　由梨 平28.12. 1調剤 薬局
     店 大村市森園町１６２５－１ 常　勤:    1ク　代表取締役　平原 新規 現存
     (薬       1)　正昭 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  516054,105,4 くいでつ薬局 〒856-0828 0957-46-3017株式会社　杭出津薬局高木　康平 平29. 3. 1調剤 薬局
     大村市杭出津１丁目８２６－８ 常　勤:    1　代表取締役　本田　 新規 現存
     (薬       1)千里 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  517054,106,2 新大村薬局 〒856-0025 0957-47-5611株式会社峰企画　代表峰　邦彦 平29. 3. 1調剤 薬局
     大村市小路口町２４４－６ 常　勤:    2取締役　峰　邦彦 組織変更 現存
     (薬       2) 平29. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  518054,107,0 株式会社おおぞら薬局〒856-0028 0957-52-9575株式会社おおぞら薬局増本　幸樹 平29. 4. 1調剤 薬局
     大村市坂口町３７３－５ 常　勤:    2　代表取締役　増本　 交代 現存
     (薬       2)幸樹 平29. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  519054,108,8 花しょうぶ薬局 〒856-0804 0957-28-8081山上　大介 山上　大介 平30. 1. 1調剤 薬局
     大村市大川田町３６３－１ 常　勤:    1 交代 現存
     (薬       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  520064,013,8 株式会社　福江薬局末〒853-0005 0959-72-7698株式会社　福江薬局　桑原　大介 平16. 3. 1 薬局
     広店 五島市末広町７番地１５ 常　勤:    1代表取締役　菅原　正 移転 休止
     (薬       1)典 平28. 3. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  521064,015,3 株式会社　福江薬局 〒853-0002 0959-72-2733株式会社　福江薬局　菅原　優子 平16. 1.13 薬局
     五島市中央町５－１６ 常　勤:    1代表取締役　菅原　正 移転 現存
     (薬       1)典 平28. 1.13
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  522064,016,1 株式会社　福江薬局　〒853-0017 0959-72-2048株式会社　福江薬局　北島　加代子 平 2.10.24 薬局
     濠前店 五島市武家屋敷１丁目１番３２号常　勤:    2代表取締役　菅原　正 新規 現存
     (薬       2)典 平29.10.24
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  523064,021,1 尼忠薬局末広店 〒853-0005 0959-74-6317尼崎　陽一 田川　都央 平10.11. 1 薬局
     五島市末広町１番地５ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平28.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  524064,022,9 壮快堂薬局 〒853-0007 0959-75-0189坂谷　和芳 坂谷　和芳 平11. 3.19 薬局
     五島市福江町１４ー１６ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平29. 3.19
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  525064,023,7 侑徳薬局 〒853-0002 0959-72-8804有限会社侑徳薬局　代平山　匡彦 平11. 8. 1 薬局
     五島市中央町８ー８ 常　勤:    1表取締役　平山　匡彦 組織変更 現存
     (薬       1) 平29. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  526064,024,5 中村調剤薬局 〒853-0003 0959-75-0707五島情報システム株式中村　博義 平18. 1. 1 薬局
     五島市錦町１－１５ 常　勤:    1会社　代表取締役　中 移転 現存
     (薬       1)村　博義 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  527064,025,2 あおぞら薬局 〒853-0031 0959-75-0767ヒュ―レックス株式会梅野　智久 平14. 2. 1 薬局
     五島市吉久木町６２６－１ 常　勤:    5社　代表取締役　香田 新規 現存
     (薬       5)　加乃子 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  528064,030,2 有限会社　あい調剤薬〒853-0018 0959-72-4561有限会社　あい調剤薬田中　秀和 平16. 4. 1 薬局
     局南町店 五島市池田町５－２２ 常　勤:    1局　代表取締役　田中 新規 現存
     (薬       1)　源二 平28. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  529064,031,0 ニック調剤薬局ごとう〒853-0031 0959-75-0132株式会社　ニック　代井上　広平 平16. 4. 1 薬局
     店 五島市吉久木町２０５－１ 常　勤:    2表取締役　吉川　正男 新規 現存
     (薬       2) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  530064,032,8 ニック調剤薬局木場店〒853-0033 0959-75-0820株式会社　ニック　代出口　源氏 平16. 4. 1 薬局
     五島市木場町５７０－４ 非常勤:    2表取締役　吉川　正男 新規 現存
     (薬       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  531064,033,6 中村調剤薬局　吉久木〒853-0031 0959-75-0505五島情報システム株式中村　弥生 平16.11. 1 薬局
     店 五島市吉久木町４４３－８，４４常　勤:    1会社　代表取締役　中 新規 現存
     ３－２ (薬       1)村　博義 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  532064,034,4 株式会社　福江薬局松〒853-0052 0959-72-8611株式会社福江薬局　代田中　健二 平20. 1. 1 薬局
     山店 五島市松山町１０４－１ 常　勤:    1表取締役　菅原　正典 新規 現存
     (薬       1) 平26. 1. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  533064,036,9 ゆうとく薬局　大荒店〒853-0032 0959-72-3750有限会社　侑徳薬局　金村　隆則 平27. 4. 1調剤 薬局
     五島市大荒町７４－２ 常　勤:    1代表取締役　平山　匡 新規 現存
     (薬       1)彦 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  534064,037,7 奈留薬局 〒853-2201 0959-64-2220株式会社メディプラス山本　良一 平28.10. 1調剤 薬局
     五島市奈留町浦１７４４－４ 常　勤:    1　代表取締役　山本　 交代 現存
     (薬       1)良一 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  535074,006,0 有限会社みどり薬局　〒859-5111 0950-23-8221有限会社　みどり薬局松瀬　直樹 平 5. 8. 1 薬局
     平戸調剤薬局 平戸市浦の町７４８番地 常　勤:    1　代表取締役　松本　 新規 現存
     (薬       1)良子 平29. 8. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  536074,010,2 そうごう薬局　ミヤノ〒859-5112 0950-23-3088総合メディカル株式会坂田　康高 平12. 3. 1 薬局
     店 平戸市宮の町６０６ 常　勤:    1社　代表取締役　坂本 新規 現存
     (薬       1)　賢治 平30. 3. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  537074,011,0 有限会社　のぞみ薬局〒859-5112 0950-21-8110有限会社　のぞみ薬局尾崎　智子 平12. 3.17 薬局
     平戸市宮の町５８５番地 常　勤:    1　代表取締役　堤　勢 新規 現存
     (薬       1)津子 平30. 3.17
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  538074,015,1 有限会社サンコーメデ〒859-5153 0950-20-0770有限会社サンコーメデ池田　高士 平17. 4. 1 薬局
     ィカルとまと薬局平戸平戸市戸石川町４７２－２ 常　勤:    1ィカルとまと薬局　代 新規 現存
     店 (薬       1)表取締役　山田　高義 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  539074,017,7 門谷薬局 〒859-5111 0950-23-3547門谷　正章 門谷　正章 平20. 9.22 薬局
     平戸市浦の町７５５ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平26. 9.22
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  540074,018,5 アップル調剤薬局 〒859-5363 0950-26-3030株式会社木寺薬局　代木寺　美由紀 平21. 8. 1 薬局
     平戸市草積町１１６７－１ 常　勤:    3表取締役　木寺　元希 交代 現存
     (薬       3) 平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  541074,019,3 きでら調剤薬局 〒859-5112 0950-21-8181株式会社木寺薬局　代岩﨑　賢 平21. 8. 1 薬局
     平戸市宮の町５８６－１ 常　勤:    2表取締役　木寺　元希 交代 現存
     (薬       2) 平27. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  542074,020,1 株式会社エム．エス．〒859-5363 0950-28-0169株式会社エム．エス．江口　よし子 平23.10. 1 薬局
     ファーマシー　ひらど平戸市草積町字石原田前１１６６常　勤:    1ファーマシー　代表取 交代 現存
     中央薬局 －１ (薬       1)締役　杉本　憲昭 平29.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  543084,012,6 早田第一薬局 〒859-4528 0956-74-0150早田　昭彦 早田　昭彦 平 5. 8. 6 薬局
     松浦市今福町浦免４４３－２ 常　勤:    2 交代 現存
     (薬       2) 平29. 8. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  544084,013,4 有限会社　みくりや調〒859-4752 0956-75-2961有限会社みくりや調剤藤村　薫 平 8.12.24 薬局
     剤薬局 松浦市御厨町里免４０１ 常　勤:    2薬局　代表取締役　藤 移転 現存
     (薬       2)村　薫 平29.12.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  545084,019,1 いまぶく薬局 〒859-4521 0956-73-6030鵜殿　太誠 鵜殿　太誠 平18. 5. 1 薬局
     松浦市今福町北免２００９－３ 常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  546084,021,7 有限会社志佐薬局　タ〒859-4752 0956-73-5050有限会社志佐薬局　代祖川　悌子 平18. 6.20 薬局
     ンポポ薬局 松浦市御厨町里免７６９ 常　勤:    1表取締役　祖川　憲太 組織変更 現存
     (薬       1)郎 平30. 6.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  547084,022,5 三気堂薬局松浦店 〒859-4501 0956-72-1121有限会社ＭＥＴ　代表角野　智志 平20. 4. 1 薬局
     松浦市志佐町浦免字八龍田１７２常　勤:    3取締役　川端　咲子 新規 現存
     ９－５ (薬       3) 平26. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  548084,023,3 株式会社エム．エス．〒859-4501 0956-72-5852株式会社エム．エス．西川　貞夫 平23.10. 1 薬局
     ファーマシー　みなと松浦市志佐町浦免１４７２－１ 常　勤:    1ファーマシー　代表取 交代 現存
     調剤薬局 (薬       1)締役　杉本　憲昭 平29.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  549084,024,1 わかくさ薬局 〒859-4503 0956-59-8737有限会社グラウベン　溝部　健 平28. 5. 1調剤 薬局
     松浦市志佐町高野免１２０－１７常　勤:    1取締役　溝部　健 新規 現存
     (薬       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  550114,020,3 龍虎堂薬局 〒851-2128 095-883-4300夏苅　和子 夏苅　和子 平18.12. 1 薬局
     西彼杵郡長与町嬉里郷１１７０－常　勤:    1 移転 現存
     ５ (薬       1) 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  551114,030,2 うれり薬局 〒851-2128 095-887-0028田原　務 田原　務 昭58. 2.22 薬局
     西彼杵郡長与町嬉里郷６６５ 常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平28. 2.22
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  552114,033,6 うれり調剤薬局 〒851-2128 095-887-1003田原　務 栁瀨　千草 平12.10. 1 薬局
     西彼杵郡長与町嬉里郷７０７ 常　勤:    1 移転 現存
     (薬       1) 平24.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  553114,036,9 有限会社　陽光堂薬局〒851-2106 095-882-5090有限会社　陽光堂薬品渡辺　亮輔 昭60.12.19 薬局
     西彼杵郡時津町左底郷７８－２０常　勤:    2　取締役　福満　孜 新規 現存
     (薬       2) 平27.12.19
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  554114,044,3 天祥堂薬局 〒851-2128 095-887-0001寺平　政子 梅津　麻紀 平 9.10.13 薬局
     西彼杵郡長与町嬉里郷１００番地常　勤:    1 移転 現存
     １ (薬       1) 平24.10.13
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  555114,049,2 有限会社　モリタ薬局〒859-0401 0957-43-5121有限会社　モリタ薬局森田　千春 平 2.11. 1 薬局
     諫早市多良見町化屋７２３－１４常　勤:    3　代表取締役　森田　 組織変更 現存
     (薬       3)寧 平29.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  556114,052,6 秋山薬局 〒851-2105 095-882-8780秋山　寿彦 秋山　寿彦 平 3.10.28 薬局
     西彼杵郡時津町浦郷４４３番地２常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平24.10.28
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  557114,055,9 こうわ薬局　長与店 〒851-2128 095-887-3585有限会社　宏和　代表松尾　美和子 平 5. 9. 3 薬局
     西彼杵郡長与町嬉里郷１３９番地常　勤:    3取締役　貴田　邦裕 新規 現存
     (薬       3) 平29. 9. 3
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  558114,065,8 せいひ調剤薬局 〒851-3305 0959-27-1745株式会社健寿ヘルスケ近藤　健 平 7. 8. 1 薬局
     西海市西彼町喰場郷１３３６番地常　勤:    1ア　代表取締役　近藤 新規 現存
     １４ (薬       1)　健 平28. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  559114,066,6 かわはら薬局 〒859-0401 0957-43-6440有限会社ケミスト　代一山　久恵 平 7.12.28 薬局
     諫早市多良見町化屋１０５３－１常　勤:    1表取締役　川原　聡 組織変更 現存
     ２ (薬       1) 平28.12.28
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  560114,070,8 桜町調剤薬局　大瀬戸〒857-2303 0959-23-3200永田　厚子 鈴木　佳男 平 8.12. 1 薬局
     店 西海市大瀬戸町瀬戸西濱郷字水口常　勤:    1 新規 現存
     ７２０－７ (薬       1) 平29.12. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  561114,074,0 有限会社　さわだ薬局〒851-2102 095-881-3353有限会社さわだ薬局　澤田　昭範 平 9. 9. 1 薬局
     西彼杵郡時津町浜田郷２９９番地常　勤:    1代表取締役　澤田　昭 新規 現存
     ２ (薬       1)範 平24. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  562114,077,3 有限会社　あすなろ薬〒851-0401 095-892-7693有限会社あすなろ薬局石見　行裕 平10. 3.30 薬局
     局 長崎市蚊焼町２２１０番３ 常　勤:    2　代表取締役　石見　 新規 現存
     (薬       2)行裕 平28. 3.30
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  563114,078,1 香焼薬局 〒851-0310 095-871-4371有限会社長崎健康企画松下　文子 平10. 4. 1 薬局
     長崎市香焼町４４４ー４９ 常　勤:    2　代表取締役　藤木　 新規 現存
     (薬       2)郁子 平28. 4. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  564114,079,9 有限会社　野母崎薬局〒851-0505 095-833-8410有限会社　野母崎薬局岩下　由紀子 平14. 4.15 薬局
     長崎市野母町２３１０番地 常　勤:    1　代表取締役　岩下　 移転 現存
     (薬       1)幸一 平26. 4.15
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  565114,080,7 たらみタウン薬局 〒859-0401 0957-43-2888有限会社もろおか薬品藤原　晶子 平28. 9.20調剤 薬局
     諫早市多良見町化屋８１０－１ 常　勤:    4　取締役　諸岡　健吾 移転 現存
     (薬       4) 平28. 9.20
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  566114,081,5 もろおかファミリー薬〒859-0401 0957-43-6734有限会社もろおか薬品中村　佑妃 平10. 5.12 薬局
     局 諫早市多良見町化屋７４１ー１２常　勤:    2　取締役　諸岡　健吾 組織変更 現存
     喜々津ビル１階 (薬       2) 平28. 5.12
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  567114,087,2 あじさい薬局 〒851-2326 0959-25-0310有限会社あじさい薬局清田　雅之 平11. 5. 1 薬局
     長崎市下黒崎町１４３８－６ 常　勤:    1　取締役　清田　雅之 新規 現存
     (薬       1) 平29. 5. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  568114,088,0 そとめ薬局 〒851-2323 0959-25-1525有限会社ヘルスケアフ野口　優作 平11. 7. 1 薬局
     長崎市新牧野町１３８ー１ 常　勤:    2ァーマシー　代表取締 新規 現存
     (薬       2)役　濱田　哲也 平29. 7. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  569114,093,0 まなび野調剤薬局 〒851-2130 095-887-4833古本　万里江 酒井　万里 平11.12.27 薬局
     西彼杵郡長与町まなび野２丁目２常　勤:    1 新規 現存
     －１ (薬       1) 平29.12.27
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  570114,096,3 しおさい薬局 〒857-3101 0959-37-3011株式会社　西日本メデ吉岡　忍 平12. 5. 1 薬局
     西海市崎戸町蠣浦郷１８０６ー２常　勤:    1ィカ　代表取締役　平 新規 現存
     ８ (薬       1)山　俊二 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  571114,099,7 コスモス調剤薬局 〒851-3102 095-860-3007株式会社健寿メディカ汐田　寛司 平12.10. 1 薬局
     長崎市琴海村松町２５０ 常　勤:    2ルサイエンス　代表取 新規 現存
     (薬       2)締役　近藤　健 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  572114,101,1 かりん薬局 〒851-2127 095-855-8837有限会社　ウェル　取朝長　亜沙美 平13.11. 1 薬局
     西彼杵郡長与町高田郷４７番地 常　勤:    2締役　森　雄一郎 新規 現存
     (薬       2) 平25.11. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  573114,105,2 ハーモニー薬局 〒851-2105 095-860-8388有限会社　ハーモニー三原　美保子 平14. 7. 1 薬局
     西彼杵郡時津町浦郷２６４番地４常　勤:    2　代表取締役　中嶋　 新規 現存
     (薬       2)美香 平26. 7. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  574114,106,0 プエルト薬局 〒851-2102 095-814-2555有限会社　アナンダ　綿谷　生世 平14.10. 4 薬局
     西彼杵郡時津町浜田郷１２番５ 常　勤:    1代表取締役　綿谷　章 新規 現存
     (薬       1) 平26.10. 4
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  575114,108,6 大島調剤薬局 〒857-2427 0959-34-5050有限会社　大島薬局　長尾　博司 平15. 8. 1 薬局
     西海市大島町１８９５番地 常　勤:    3代表取締役　長尾　博 新規 現存
     (薬       3)司 平27. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  576114,109,4 ぶんかの森調剤薬局 〒851-2104 095-840-2468有限会社　ぶんかの森宮﨑　幹雄 平15.10. 1 薬局
     西彼杵郡時津町野田郷４６番地１常　勤:    2調剤薬局　代表取締役 新規 現存
     (薬       2)　宮﨑　幹雄 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  577114,110,2 岡西薬局 〒851-2105 095-882-2043有限会社　岡西商事　松隈　朗子 平16.10. 1 薬局
     西彼杵郡時津町浦郷２７２－３ 常　勤:    1代表取締役　岡西　梅 新規 現存
     (薬       1)子 平28.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  578114,111,0 さいかい薬局 〒851-3423 0959-37-7073有限会社　力武ファー力武　奈津子 平17. 2. 1 薬局
     西海市西彼町八木原郷３４６１番常　勤:    1マシー　代表取締役　 新規 現存
     地５ (薬       1)力武　奈津子 平29. 2. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  579114,114,4 ちらん薬局 〒851-2128 095-860-5222有限会社千蘭　代表取浅井　直子 平30. 1. 9調剤 薬局
     西彼杵郡長与町嬉里郷３７７－１常　勤:    2締役　永友　恭子 移転 現存
     ０ (薬       2) 平30. 1. 9
     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［長崎県］

［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    77 頁

  580114,115,1 うちだ調剤薬局「時津〒851-2105 095-860-2228有限会社　ひろお　代内田　朋恵 平17.10. 1 薬局
     店」 西彼杵郡時津町浦郷３０１－２２常　勤:    3表取締役　内田　直樹 組織変更 現存
     (薬       3) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  581114,119,3 西時津調剤薬局 〒851-2101 095-886-8878南野　潔 南野　潔 平18. 4. 1 薬局
     西彼杵郡時津町西時津郷１８１－常　勤:    2 新規 現存
     ７ (薬       2) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  582114,120,1 野いちご調剤薬局 〒851-3101 095-860-3250山口　隆史 山口　隆史 平18. 5. 1 薬局
     長崎市西海町１７１９－４ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平30. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  583114,121,9 そうごう薬局　西海大〒857-2427 0959-34-5411総合メディカル株式会石井　玄 平19. 6. 1 薬局
     島店 西海市大島町１８２５－１ 常　勤:    1社　代表取締役　坂本 新規 現存
     (薬       1)　賢治 平25. 6. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  584114,122,7 メロディー薬局 〒851-2102 095-893-6701有限会社ハーモニー　中尾　瑠美子 平19. 8. 1 薬局
     西彼杵郡時津町浜田郷３８－３エ常　勤:    3代表取締役　中嶋　美 新規 現存
     スポワール冬切１０２号 (薬       3)香 平25. 8. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  585114,123,5 日本調剤　時津薬局 〒851-2103 095-813-2271日本調剤株式会社　代入来　圭子 平19.10. 1 薬局
     西彼杵郡時津町元村郷８０７－１常　勤:    2表取締役　三津原　博 新規 現存
     (薬       2) 平25.10. 1
     非常勤:   34
     (薬      34)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  586114,124,3 そよかぜ薬局　長与店〒851-2128 095-883-8633有限会社ななしま薬局花田　匡人 平20. 4. 1 薬局
     西彼杵郡長与町嬉里郷４５１－２常　勤:    2　代表取締役　七嶋　 新規 現存
     (薬       2)和孝 平26. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  587114,125,0 スカイ薬局 〒851-2105 095-813-2060株式会社サンアイライ楠本　真里子 平20. 5. 1 薬局
     西彼杵郡時津町浦郷４４３－８ 常　勤:    2フ　代表取締役　三井 新規 現存
     (薬       2)所　嘉彦 平26. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  588114,126,8 なの花薬局 〒851-2126 095-883-8238株式会社　なの花　代白川　奈奈子 平21. 6. 1 薬局
     西彼杵郡長与町吉無田郷２８－１常　勤:    2表取締役　富永　律子 組織変更 現存
     (薬       2) 平27. 6. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  589114,128,4 なおき薬局 〒851-2105 095-865-9825有限会社　ひろお　代内田　直樹 平21. 7. 1 薬局
     西彼杵郡時津町浦郷３９６－２９常　勤:    3表取締役　内田　直樹 新規 現存
     (薬       3) 平27. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  590114,129,2 くるみ薬局 〒851-2108 095-813-2111合同会社くるみ薬局　石田　摂 平21.10. 1 薬局
     西彼杵郡時津町日並郷１３９３－常　勤:    1代表社員　石田　摂 新規 現存
     １ (薬       1) 平27.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  591114,130,0 オリビア薬局 〒851-2105 095-882-2698古本　万里江 古本　万里江 平21.12. 1 薬局
     西彼杵郡時津町浦郷字牧出２７０常　勤:    1 新規 現存
     －１２ (薬       1) 平27.12. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  592114,131,8 せさみ調剤薬局 〒851-2127 095-865-7584柿森　務 柿森　務 平22.12. 1 薬局
     西彼杵郡長与町高田郷３６１８ 常　勤:    1 交代 現存
     (薬       1) 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  593114,132,6 ふじの薬局 〒851-2127 095-856-3858株式会社ふじの薬局　藤野　浩二 平23. 2.28 薬局
     西彼杵郡長与町高田郷３ 常　勤:    2代表取締役　藤野　浩 組織変更 現存
     (薬       2)二 平29. 2.28
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  594114,133,4 開生薬局百合野店 〒851-2127 095-894-9939有限会社開生薬局　代川越　純子 平23. 4. 1 薬局
     西彼杵郡長与町高田郷２４９３－常　勤:    2表取締役　手嶋　敏子 新規 現存
     ２ (薬       2) 平29. 4. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  595114,134,2 マーチ薬局 〒851-2105 095-881-0170有限会社ハーモニー　迫　博子 平23. 5. 1 薬局
     西彼杵郡時津町浦郷４２８－１０常　勤:    3代表取締役　中嶋　美 交代 現存
     (薬       3)香 平29. 5. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  596114,135,9 株式会社エム．エス．〒851-2103 095-886-8108株式会社エム．エス．楠本　慶 平23.10. 1 薬局
     ファーマシー　時津み西彼杵郡時津町元村郷９０８－１常　勤:    1ファーマシー　代表取 交代 現存
     なみ薬局 ５－１０２ (薬       1)締役　杉本　憲昭 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  597114,137,5 さいかい大島薬局 〒857-2427 0959-37-1001株式会社オアゾファー斉藤　強志 平24. 5. 1 薬局
     西海市大島町１８９４－９ 常　勤:    1マシー　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)四元　康博 平30. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  598114,138,3 健康堂薬局女の都店 〒851-2127 095-865-6506有限会社健康堂　代表森田　泰広 平24. 9. 1 薬局
     西彼杵郡長与町高田郷８５８－７常　勤:    1取締役　桧和田　洋一 新規 現存
     ５ (薬       1) 平24. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  599114,140,9 げんき堂薬局　おおせ〒857-2302 0959-22-9200株式会社ｇｅｎ　代表久松　開人 平24.12. 8 薬局
     と店 西海市大瀬戸町瀬戸樫浦郷１６３常　勤:    1取締役　久松　徹 新規 現存
     (薬       1) 平24.12. 8
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  600114,141,7 長与薬局なの花 〒851-2128 095-887-1678株式会社　なの花　代田中　倫子 平25. 6. 1 薬局
     西彼杵郡長与町嬉里郷４５９－２常　勤:    1表取締役　富永　律子 交代 現存
     (薬       1) 平25. 6. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  601114,142,5 めぐみ調剤薬局　時津〒851-2101 095-813-2920株式会社　うちの　代三根　光 平25. 8. 1 薬局
     店 西彼杵郡時津町西時津郷７５－２常　勤:    1表取締役　藤木　一行 交代 現存
     ６ (薬       1) 平25. 8. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  602114,143,3 はまゆう薬局 〒851-2102 095-886-8201有限会社　しのはら薬西村　洋子 平25.11. 1 薬局
     西彼杵郡時津町浜田郷７５６番２常　勤:    1局　代表取締役　篠原 新規 現存
     (薬       1)　郁夫 平25.11. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  603114,144,1 中通り薬局 〒851-2105 095-886-8777有限会社　藤医新　代市丸　新吾 平26.10. 1調剤 薬局
     西彼杵郡時津町浦郷２７４－４ 常　勤:    2表取締役　藤吉　正浩 新規 現存
     (薬       2) 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  604114,145,8 げんき堂薬局　時津店〒851-2101 095-894-7425株式会社ｇｅｎ　代表森　興一 平27.12. 1調剤 薬局
     西彼杵郡時津町西時津郷８４７－常　勤:    2取締役　久松　徹 新規 現存
     １ (薬       2) 平27.12. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  605114,146,6 ひまわり薬局時津店 〒851-2102 095-865-6266株式会社ひかりメディ根本　晋一郎 平28. 5. 1調剤 薬局
     西彼杵郡時津町浜田郷字長田６９常　勤:    1カル　代表取締役　根 新規 現存
     ５－６ (薬       1)本　晋一郎 平28. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  606114,147,4 よしむた薬局 〒851-2126 095-801-3050株式会社カインドヘル竹中　清美 平28.11. 1調剤 薬局
     西彼杵郡長与町吉無田郷２０２３常　勤:    1スサポート　代表取締 新規 現存
     －１ (薬       1)役　南野　潔 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  607114,148,2 ヤクシン薬局　イオン〒851-2131 095-860-5355株式会社ヤクシンＰＧ丸田　真経 平29. 6. 1調剤 薬局
     タウン長与店 西彼杵郡長与町北陽台１－２－１常　勤:    2　代表取締役　藤本　 新規 現存
     (薬       2)明弘 平29. 6. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  608114,149,0 トキツ調剤薬局 〒851-2105 095-882-6828株式会社エスアールプ木下　和子 平30. 4. 1調剤 薬局
     西彼杵郡時津町浦郷２７７－１６常　勤:    1ラス　代表取締役　山 交代 現存
     (薬       1)中　理恵 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
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  609124,012,8 中原調剤薬局 〒859-3725 0956-85-6181有限会社　ファーマシ江口　知美 平12. 5. 1 薬局
     東彼杵郡波佐見町長野郷２２４５常　勤:    2ーなかはら　代表取締 移転 現存
     ー１ (薬       2)役　中原　富美 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  610124,017,7 有限会社　福田盛岳堂〒859-3608 0956-82-2226有限会社　福田盛岳堂福田　佳子 平 4.10. 1 薬局
     薬局 東彼杵郡川棚町栄町８ 常　勤:    1薬局　代表取締役　福 組織変更 現存
     (薬       1)田　佳子 平28.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  611124,018,5 有限会社　みつたけ薬〒859-3616 0956-82-6183有限会社　みつたけ薬塚田　正行 平 5. 5.17 薬局
     局 東彼杵郡川棚町白石郷７－１３０常　勤:    2局　代表取締役　塚田 新規 現存
     (薬       2)　正之 平29. 5.17
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  612124,020,1 株式会社　エム．エス〒859-3615 0956-82-5302株式会社エム．エス．清水　美貴 平 6. 8.19 薬局
     ．ファーマシー　川棚東彼杵郡川棚町下組郷３６５－１常　勤:    1ファーマシー　代表取 新規 現存
     薬局 (薬       1)締役　杉本　憲昭 平24. 8.19
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  613124,021,9 あじさい薬局 〒859-3725 0956-85-7839有限会社あじさい　代寺戸　章子 平 7. 1. 4 薬局
     東彼杵郡波佐見町長野郷５１１番常　勤:    1表取締役　寺戸　章子 新規 現存
     地 (薬       1) 平28. 1. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  614124,022,7 有限会社　サンコーメ〒859-3615 0956-82-6301有限会社　サンコーメ青井　敦史 平 7. 4. 1 薬局
     ディカルとまと薬局 東彼杵郡川棚町下組郷２０２３番常　勤:    1ディカルとまと薬局　 新規 現存
     地２ (薬       1)代表取締役　山田　高 平28. 4. 1
     義
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  615124,028,4 むらおか薬局 〒859-3726 0956-85-7626有限会社ビレッジヒル村岡　祥司 平11. 4. 1 薬局
     東彼杵郡波佐見町稗木場郷６６－常　勤:    1　代表取締役　村岡　 組織変更 現存
     １２ (薬       1)祥司 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  616124,030,0 岩永薬局 〒859-3724 0956-85-7885有限会社　岩永ファー岩永　博 平12. 5. 1 薬局
     東彼杵郡波佐見町志折郷１９６９常　勤:    1マシー　代表取締役　 新規 現存
     ー１２ (薬       1)岩永　博 平30. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  617124,033,4 はさみ薬局 〒859-3701 0956-85-7973有限会社　ミトマファ松元　浩二 平12.12. 1 薬局
     東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷１７０常　勤:    1ーマシー　代表取締役 新規 現存
     ６ー２ (薬       1)　三苫　勝也 平24.12. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
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  618124,034,2 こうの薬局 〒859-3615 0956-82-4514有限会社　河野薬局　中山　純子 平13. 9. 1 薬局
     東彼杵郡川棚町下組郷３８１ー１常　勤:    2代表取締役　河野　孝 新規 現存
     (薬       2)通 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  619124,036,7 ハーモニー薬局 〒859-3702 0956-20-7933有限会社　Ｍ・Ｔファ山下　慎司 平15.10. 1 薬局
     東彼杵郡波佐見町湯無田郷１２８常　勤:    3ーマシー　代表取締役 新規 現存
     －１３ (薬       3)　松本　直樹 平27.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  620124,038,3 そのぎ薬局 〒859-3808 0957-46-0001有限会社ミトマファー古川　祐子 平19. 1. 1 薬局
     東彼杵郡東彼杵町蔵本郷１７１６常　勤:    1マシー　代表取締役　 新規 現存
     －７ (薬       1)三苫　勝也 平25. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  621124,040,9 小松ふれあい薬局 〒859-3615 0956-82-6781小松　正博 小松　正博 平19. 5. 1 薬局
     東彼杵郡川棚町下組郷３８０－１常　勤:    3 新規 現存
     (薬       3) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  622124,042,5 なかぐみ薬局 〒859-3614 0956-82-3366有限会社ミトマファー田中　慎也 平21.10. 1 薬局
     東彼杵郡川棚町中組郷１４８９－常　勤:    1マシー　代表取締役　 新規 現存
     ６ (薬       1)三苫　勝也 平27.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  623124,043,3 株式会社エム．エス．〒859-3615 0956-83-2802株式会社エム．エス．三宅　洋一郎 平23.10. 1 薬局
     ファーマシー　川棚中東彼杵郡川棚町下組郷３８９－６常　勤:    1ファーマシー　代表取 交代 現存
     央薬局 (薬       1)締役　杉本　憲昭 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  624124,044,1 波佐見たけべた薬局 〒859-3722 0956-27-6120株式会社たけべた薬局永田　紳二 平25. 4. 1 薬局
     東彼杵郡波佐見町岳辺田郷１４１常　勤:    1　代表取締役　永田　 組織変更 現存
     －４ (薬       1)紳二 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  625124,045,8 トラスト調剤薬局 〒859-3711 0956-85-2355井手薬品株式会社　代上野　竜哉 平25. 9.24 薬局
     東彼杵郡波佐見町井石郷２２３４常　勤:    1表取締役　井手　佳位 交代 現存
     －２ (薬       1)輔 平25. 9.24
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  626124,046,6 ハーモニー薬局　川棚〒859-3615 0956-20-6050有限会社　Ｍ・Ｔファ大西　威士 平26.10. 1調剤 薬局
     店 東彼杵郡川棚町下組郷３７５－３常　勤:    1ーマシー　代表取締役 交代 現存
     (薬       1)　松本　直樹 平26.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  627134,009,2 岩松薬局 〒859-0132 0957-32-3153有限会社　岩松薬局　岩松　壽美子 平 8. 7. 1 薬局
     諫早市高来町三部壱２９１－７ 常　勤:    1代表取締役　岩松　壽 組織変更 現存
     (薬       1)美子 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  628134,010,0 そうごう薬局　小長井〒859-0166 0957-27-6011総合メディカル株式会関下　祐介 平 9. 6. 1 薬局
     店 諫早市小長井町井崎１００－６ 常　勤:    1社　代表取締役　坂本 新規 現存
     (薬       1)　賢治 平30. 6. 1
     非常勤:   14
     (薬      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  629134,013,4 ハート薬局 〒854-1112 0957-28-4120有限会社　サザンファ岩永　朗 平15. 4. 1 薬局
     諫早市飯盛町開字西馬場１８２５常　勤:    2ーマシー　代表取締役 新規 現存
     －３ (薬       2)　岩永　朗 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  630134,015,9 有限会社はまさと薬局〒854-0201 0957-34-6711有限会社はまさと薬局木村　伸二 平24. 9.16 薬局
     諫早市森山町下井牟田２４２７－常　勤:    2　代表取締役　濱里　 移転 現存
     １ (薬       2)悟史 平24. 9.16
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  631144,013,2 タジマ薬局 〒854-0301 0957-36-0047田島　輝彦 田島　輝彦 昭32.11. 1 薬局
     雲仙市愛野町甲３９９７ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  632144,017,3 合資会社　キザキ南光〒854-0402 0957-37-2051合資会社　キザキ南光木﨑　享子 昭36. 2. 1 薬局
     堂薬局 雲仙市千々石町乙３番地５ 常　勤:    1堂薬局　無限責任社員 新規 現存
     (薬       1)　木﨑　健五 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  633144,032,2 小林薬局 〒859-1302 0957-78-2748小林　和子 小林　和子 平12.10. 2 薬局
     雲仙市国見町神代乙３８５ 常　勤:    2 その他 現存
     (薬       2) 平24.10. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  634144,036,3 有限会社　サン薬局 〒859-1206 0957-77-3938有限会社　サン薬局　兼清　博 平 3. 7.15 薬局
     雲仙市瑞穂町西郷辛１５１ 常　勤:    1代表取締役　佐伯　淨 新規 現存
     (薬       1) 平24. 7.15
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  635144,037,1 有限会社　ミドリ薬局〒859-2211 0957-82-4894有限会社　ミドリ薬局桝田　淳子 平 5. 7. 6 薬局
     南島原市西有家町里坊１１７番地常　勤:    1　代表取締役　桧和田 新規 現存
     ２ (薬       1)　洋一 平29. 7. 6
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  636144,038,9 健康堂薬局　みずほ店〒859-1206 0957-77-4090有限会社　健康堂　代本間　滋 平 6.12. 1 薬局
     雲仙市瑞穂町西郷辛１１７９ 常　勤:    1表取締役　桧和田　洋 新規 現存
     (薬       1)一 平27.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  637144,040,5 健康堂薬局ありえ店 〒859-2204 0957-82-0130有限会社健康堂　代表永野　拓慎 平 8. 8. 1 薬局
     南島原市有家町蒲河字坂口４１６常　勤:    1取締役　桧和田　洋一 新規 現存
     －２ (薬       1) 平29. 8. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  638144,041,3 大三東調剤薬局 〒859-1415 0957-68-1357有限会社くわの実　代松本　真紀 平 9. 6.23 薬局
     島原市有明町大三東戊８１０－１常　勤:    2表取締役　松本　真紀 新規 現存
     (薬       2) 平30. 6.23
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  639144,043,9 がまだす薬局 〒859-2601 0957-87-2073有限会社ケミスト　代元山　芽衣子 平10. 7.22 薬局
     南島原市加津佐町己３２６６－１常　勤:    1表取締役　川原　聡 新規 現存
     (薬       1) 平28. 7.22
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  640144,044,7 第一薬局深江店 〒859-1503 0957-72-6080有限会社第一薬局　代関　英博 平10. 9. 1 薬局
     南島原市深江町丙６２３ー４ 常　勤:    1表取締役　桧和田　洋 新規 現存
     (薬       1)一 平28. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  641144,045,4 木山調剤薬局 〒859-2502 0957-76-1032有限会社木山ファーマ馬場　功 平10. 9. 1 薬局
     南島原市口之津町甲１１９１番地常　勤:    2シー　代表取締役　木 新規 現存
     ２ (薬       2)山　為彦 平28. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  642144,046,2 国見調剤薬局 〒859-1302 0957-65-3082神﨑　啓太郎 神﨑　啓太郎 平10.12.15 薬局
     雲仙市国見町神代乙２１４ー３ 常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平28.12.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  643144,047,0 すみれ薬局 〒859-1504 0957-65-1193有限会社フジタ調剤薬藤田　立明 平11. 1. 8 薬局
     南島原市深江町丁２２３５ 常　勤:    2局　代表取締役　藤田 新規 現存
     (薬       2)　立明 平29. 1. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  644144,048,8 健康堂薬局 〒859-1504 0957-72-5979有限会社健康堂　代表桧和田　洋一 平11. 3. 8 薬局
     南島原市深江町丁２３８１ー２ 常　勤:    2取締役　桧和田　洋一 新規 現存
     (薬       2) 平29. 3. 8
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  645144,053,8 吾妻スマイル調剤薬局〒859-1101 0957-38-7828有限会社吾妻薬局　代森田　昭子 平11. 7. 1 薬局
     雲仙市吾妻町本村名２４８ 常　勤:    1表取締役　森田　孝 新規 現存
     (薬       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  646144,054,6 あけぼの薬局 〒859-2112 0957-72-7277有限会社サンテ　代表小島　智彦 平11. 9. 7 薬局
     南島原市布津町乙１８５６ー１ 常　勤:    2取締役　小島　智彦 新規 現存
     (薬       2) 平29. 9. 7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  647144,056,1 株式会社　亀山薬局白〒859-2202 0957-65-2525株式会社　亀山薬局　亀山　貴康 平12. 5. 1 薬局
     崎店 南島原市有家町山川３５１ー３ 常　勤:    1代表取締役　亀山　貴 新規 現存
     (薬       1)康 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  648144,057,9 ふたば調剤薬局 〒859-1322 0957-61-7117有限会社　吾妻薬局　森田　孝 平12.12. 1 薬局
     雲仙市国見町多比良乙４１３ 常　勤:    1代表取締役　森田　孝 新規 現存
     (薬       1) 平24.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  649144,058,7 本多不知火堂薬局 〒859-2212 0957-82-2103副島　美保 本多　保子 平12.12.14 薬局
     南島原市西有家町須川７２１ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平24.12.14
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  650144,060,3 キザキ薬局上石田店 〒854-0401 0957-37-3119合資会社　キザキ南光木崎　健五 平13.10. 1 薬局
     雲仙市千々石町甲６７５－１ 常　勤:    1堂薬局　無限責任社員 新規 現存
     (薬       1)　木崎　健五 平25.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  651144,063,7 あやめ薬局 〒859-1415 0957-61-9611株式会社アイリスメデ榊原　昌宏 平16. 6. 1 薬局
     島原市有明町大三東戊１３６４－常　勤:    2ィカルグループ　代表 組織変更 現存
     ３ (薬       2)取締役　森山　由海 平28. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  652144,066,0 あやめ薬局二番館 〒859-1415 0957-61-9650株式会社アイリスメデ檀野　大輔 平18. 6. 1 薬局
     島原市有明町大三東戊１３６１－常　勤:    1ィカルグループ　代表 新規 現存
     １ (薬       1)取締役　森山　由海 平30. 6. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  653144,068,6 新生堂調剤薬局 〒859-1503 0957-65-1230株式会社新生堂薬品　 山　雅貴 平18. 7. 1 薬局
     南島原市深江町丙３８１－１ 常　勤:    2代表取締役　兼田　政 新規 現存
     (薬       2)信 平24. 7. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  654144,069,4 健康堂薬局くちのつ店〒859-2503 0957-76-1677有限会社健康堂　代表杉山　忠司 平19. 3. 1 薬局
     南島原市口之津町丁５６２１－５常　勤:    1取締役　桧和田　洋一 新規 現存
     (薬       1) 平25. 3. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  655144,071,0 いちご調剤薬局 〒859-1311 0957-78-5511株式会社松藤メディカ松尾　哲壽 平22. 8. 1 薬局
     雲仙市国見町土黒甲６７－１ 常　勤:    2ル　代表取締役　松尾 交代 現存
     (薬       2)　哲壽 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  656144,073,6 もも薬局 〒859-2206 0957-82-7771有限会社スリーエム長川口　一生 平24. 6. 1 薬局
     南島原市有家町中須川１９５－１常　勤:    1崎　代表取締役　真壁 新規 現存
     (薬       1)　和生 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  657144,074,4 新生堂調剤薬局有家店〒859-2201 0957-82-7555株式会社新生堂薬品　永野　智之 平24. 6. 1 薬局
     南島原市有家町久保２１－３ 常　勤:    1代表取締役　兼田　政 新規 現存
     (薬       1)信 平30. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
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  658144,075,1 あいの薬局 〒854-0301 0957-36-2121株式会社トータス　代初田　好隆 平24. 7. 1 薬局
     雲仙市愛野町甲３８３５－４ 常　勤:    2表取締役　髙橋　抒見 新規 現存
     (薬       2) 平24. 7. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  659144,076,9 ひとみ薬局愛野店 〒854-0302 0957-36-0212株式会社サンシン　代山口　剛德 平24. 8. 1 薬局
     雲仙市愛野町乙小無田下５７２－常　勤:    2表取締役　井手　陽一 新規 現存
     ３ (薬       2) 平24. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  660144,077,7 ほんまち薬局 〒854-0301 0957-36-2712株式会社松藤メディカ高橋　将 平24. 8. 1 薬局
     雲仙市愛野町甲３８７３－５ 常　勤:    1ル　代表取締役　松尾 新規 現存
     (薬       1)　哲壽 平24. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  661144,078,5 あさひ調剤薬局 〒859-1306 0957-78-1108株式会社国見ファーマ野口　大之 平26. 4. 1調剤 薬局
     雲仙市国見町神代己２５６－１ 常　勤:    2シー　代表取締役　野 新規 現存
     (薬       2)口　大之 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  662144,080,1 古賀調剤薬局　愛野店〒854-0301 0957-36-1850株式会社アインファー坂東　寛紀 平27.11. 1調剤 薬局
     雲仙市愛野町甲３８４８－１０ 常　勤:    4マシーズ　代表取締役 組織変更 現存
     (薬       4)　大石　美也 平27.11. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  663144,081,9 吾妻ほのぼの薬局 〒859-1107 0957-38-6677株式会社アリタス　代長友　保憲 平28. 3. 1調剤 薬局
     雲仙市吾妻町牛口名３４４－１ 常　勤:    3表取締役　田島　耕一 組織変更 現存
     (薬       3) 平28. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  664144,082,7 小浜マリーナ薬局 〒854-0517 0957-73-6085株式会社中山ファーマ中山　英樹 平28.10. 1調剤 薬局
     雲仙市小浜町マリーナ９ 常　勤:    1シー　代表取締役　中 新規 現存
     (薬       1)山　英樹 平28.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  665144,083,5 クオール薬局小浜店 〒854-0513 0957-76-0189クオール株式会社　代髙橋　麻衣子 平28.10. 1調剤 薬局
     雲仙市小浜町南本町１０５－１ 常　勤:    3表取締役　中村　敬 新規 現存
     (薬       3) 平28.10. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  666144,084,3 ヤマト薬局 〒854-0701 0957-60-4454株式会社芫　代表取締東 　佑樹 平29. 2. 1調剤 薬局
     雲仙市南串山町甲２２２４－６ 常　勤:    1役　東 　佑樹 新規 現存
     (薬       1) 平29. 2. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  667144,085,0 湯のまち薬局 〒854-0514 0957-73-9197株式会社中山ファーマ柴田　豪 平29. 8. 1調剤 薬局
     雲仙市小浜町北本町２７－８ 常　勤:    1シー　代表取締役　中 新規 現存
     (薬       1)山　英樹 平29. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  668154,023,8 石橋薬局 〒859-4825 0950-57-1005有限会社　石橋薬局　石橋　喬太 昭58. 7. 8 薬局
     平戸市田平町山内免３８７－１ 常　勤:    1代表取締役　石橋　智 新規 現存
     (薬       1)彦 平28. 7. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  669154,025,3 株式会社　エム・エス〒857-0312 0956-63-5082株式会社エム．エス．小川　靖子 平 6. 2.22 薬局
     　ファーマシー　佐々北松浦郡佐々町市場免７－３ 常　勤:    2ファーマシー　代表取 新規 現存
     調剤薬局 (薬       2)締役　杉本　憲昭 平30. 2.22
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  670154,027,9 株式会社　エム．エス〒857-0341 0956-62-3837株式会社エム．エス．川副　理佳 平 8. 6.19 薬局
     ．ファーマシー　はす北松浦郡佐々町羽須和免８３４ 常　勤:    1ファーマシー　代表取 新規 現存
     わ薬局 (薬       1)締役　杉本　憲昭 平29. 6.19
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  671154,028,7 有限会社みどり薬局　〒859-4825 0950-57-2125有限会社みどり薬局　石坂　智子 平 8.10.23 薬局
     田平薬局 平戸市田平町山内免字堂素根４１常　勤:    2代表取締役　松本　良 新規 現存
     ３ (薬       2)子 平29.10.23
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  672154,032,9 有限会社　かわさき薬〒859-6305 0956-64-4711有限会社　かわさき薬松瀬　緑 平 9. 9. 1 薬局
     局 佐世保市吉井町直谷字松原１２５常　勤:    3局　代表取締役　川﨑 新規 現存
     ８－１２ (薬       3)　治郎 平24. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  673154,034,5 株式会社エム．エス．〒857-0312 0956-63-5867株式会社エム．エス．小川　優子 平 9.12. 1 薬局
     ファーマシー　いちば北松浦郡佐々町市場免１５ー４ 常　勤:    1ファーマシー　代表取 新規 現存
     薬局 (薬       1)締役　杉本　憲昭 平27.12. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  674154,035,2 ひまわり薬局 〒859-6131 0956-66-3061有限会社ビタミン倶楽大場　久美子 平25. 4.13 薬局
     佐世保市江迎町赤坂２８５－４ 常　勤:    3部　代表取締役　浅田 移転 現存
     (薬       3)　恭太 平25. 4.13
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  675154,036,0 生月調剤薬局 〒859-5704 0950-53-3111有限会社北原薬品　代諸岡　美明 平11. 3.19 薬局
     平戸市生月町山田免３００９番１常　勤:    2表取締役　北原　敏弘 新規 現存
     (薬       2) 平29. 3.19
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  676154,037,8 石橋調剤薬局 〒859-4825 0950-21-1030有限会社　石橋薬局　村上　弘純 平28. 5. 2調剤 薬局
     平戸市田平町山内免６０９－８ 常　勤:    3代表取締役　石橋　智 移転 現存
     (薬       3)彦 平28. 5. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  677154,039,4 すまいる薬局 〒857-0311 0956-41-1930有限会社　スマイルフ川原　一能 平12.10. 1 薬局
     北松浦郡佐々町本田原免字沖田１常　勤:    4ァーマシー　代表取締 新規 現存
     １０ー１ (薬       4)役　川原　一能 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  678154,041,0 すみや薬局田平店 〒859-4824 0950-57-3434有限会社　すみや薬局墨谷　泉 平14.10. 1 薬局
     平戸市田平町小手田免９４５－５常　勤:    1　代表取締役　墨谷　 組織変更 現存
     (薬       1)泉 平26.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  679154,042,8 そうごう薬局　小佐々〒857-0401 0956-41-3171総合メディカル株式会内田　和宏 平15. 6. 1 薬局
     店 佐世保市小佐々町黒石３５４－７常　勤:    1社　代表取締役　坂本 新規 現存
     (薬       1)　賢治 平27. 6. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  680154,043,6 かわさき薬局鹿町店 〒859-6143 0956-73-1277有限会社　かわさき薬竹田　健 平16. 4. 1 薬局
     佐世保市鹿町町深江潟９６－７ 常　勤:    1局　代表取締役　川﨑 新規 現存
     (薬       1)　治郎 平28. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  681154,044,4 アップル調剤薬局佐々〒857-0322 0956-41-1888株式会社木寺薬局　代志田　武久 平21. 8. 1 薬局
     店 北松浦郡佐々町松瀬免１００－４常　勤:    1表取締役　木寺　元希 交代 現存
     (薬       1) 平27. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  682164,011,1 有限会社　鈴木薬局 〒857-4211 0959-42-0017有限会社鈴木薬局　代鈴木　慎太郎 昭53. 2. 1 薬局
     南松浦郡新上五島町有川郷７１６常　勤:    3表取締役　鈴木　慎太 新規 現存
     －２ (薬       3)郎 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  683164,013,7 株式会社　エハラ薬局〒853-0201 0959-86-0067株式会社　エハラ薬局頴原　雅代 昭57. 4. 1 薬局
     五島市富江町富江２２２ 常　勤:    1　代表取締役　頴原　 新規 現存
     (薬       1)雅代 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  684164,018,6 あおかた調剤薬局 〒857-4404 0959-52-8977有限会社あおかた調剤山中　國暉 平 8. 8. 1 薬局
     南松浦郡新上五島町青方郷１３７常　勤:    3薬局　代表取締役　山 新規 現存
     ８－２６ (薬       3)中　國暉 平29. 8. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  685164,019,4 大洋堂薬局 〒857-4404 0959-52-8610合資会社まるこ商店　道津　慶子 平 9. 1. 1 薬局
     南松浦郡新上五島町青方郷２３２常　勤:    1代表社員　道津　幸一 新規 現存
     ４番地 (薬       1) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  686164,020,2 富江薬局 〒853-0201 0959-86-0070山本　敬子 山本　敬子 平 9. 6. 1 薬局
     五島市富江町富江２９４ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  687164,021,0 そうごう薬局　上五島〒857-4404 0959-52-2261総合メディカル株式会合田　正敏 平 9. 5. 1 薬局
     店 南松浦郡新上五島町青方郷１３７常　勤:    3社　代表取締役　坂本 交代 現存
     ８－４ (薬       3)　賢治 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  688164,022,8 有限会社　国丸薬局 〒857-4511 0959-54-1200有限会社　国丸薬局　湯川　悦子 平11.11. 1 薬局
     南松浦郡新上五島町浦桑郷１３６常　勤:    1代表取締役　湯川　悦 組織変更 現存
     ０ (薬       1)子 平29.11. 1
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  689164,024,4 桜町調剤薬局　三井楽〒853-0601 0959-75-1531永田　厚子 平　雄文 平14. 2. 1 薬局
     店 五島市三井楽町濱ノ畔１０５０－常　勤:    1 新規 現存
     １７ (薬       1) 平26. 2. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  690164,025,1 有限会社　あい調剤薬〒853-0205 0959-86-3881有限会社　あい調剤薬田中　源二 平14. 6. 1 薬局
     局 五島市富江町狩立５３１番地 常　勤:    2局　代表取締役　田中 新規 現存
     (薬       2)　源二 平26. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  691164,026,9 有限会社　わかまつ薬〒853-2301 0959-43-5601有限会社　わかまつ薬松尾　晋一 平15. 7. 1 薬局
     局 南松浦郡新上五島町若松郷２１８常　勤:    2局　代表取締役　松尾 組織変更 現存
     (薬       2)　晋一 平27. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  692164,027,7 株式会社　福江薬局　〒853-0031 0959-75-0700株式会社　福江薬局　山根　そ代 平16.10. 1 薬局
     吉久木店 五島市吉久木町４４４－１ 常　勤:    1代表取締役　菅原　正 新規 現存
     (薬       1)典 平28.10. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  693164,029,3 ありかわ調剤薬局 〒857-4211 0959-42-0806有限会社ありかわ調剤下辺　寛弥 平18. 3.22 薬局
     南松浦郡新上五島町有川郷２２５常　勤:    1薬局　取締役　下辺　 組織変更 現存
     ４－２９ (薬       1)寛弥 平30. 3.22
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  694164,031,9 松村らんらん薬局 〒853-3101 0959-44-1155松村　博 松村　博 平24. 4. 1 薬局
     南松浦郡新上五島町奈良尾郷１０常　勤:    1 新規 現存
     １９ (薬       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  695164,032,7 うおのめ薬局 〒857-4512 0959-54-1814株式会社　久薬　代表濵崎　光世 平26. 5. 1調剤 薬局
     南松浦郡新上五島町榎津郷２１５常　勤:    2取締役　濵崎　和久 組織変更 現存
     (薬       2) 平26. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  696164,033,5 株式会社マスヤ薬局 〒853-3101 0959-44-0211株式会社マスヤ薬局　松尾　勝弘 平26. 6. 1調剤 薬局
     南松浦郡新上五島町奈良尾郷１０常　勤:    1代表取締役　松尾　勝 組織変更 現存
     ０９番地 (薬       1)弘 平26. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  697164,035,0 いしばし薬局 〒857-4211 0959-42-2487トラストファルマ株式高畑　智一 平28. 8. 1調剤 薬局
     南松浦郡新上五島町有川郷６１６常　勤:    2会社　代表取締役　高 組織変更 現存
     (薬       2)畑　智一 平28. 8. 1
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  698174,005,1 株式会社　山下愛敬堂〒811-5215 0920-44-5035株式会社　山下愛敬堂山下　俊一 昭52. 8. 1 薬局
     薬局 壱岐市石田町石田西触１０６９ 常　勤:    1　代表取締役　山下　 新規 現存
     (薬       1)俊一 平28. 8. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  699174,006,9 大上愛生堂薬局 〒811-5135 0920-47-0163株式会社　大上愛生堂大上　勝久 昭55. 9. 1 薬局
     壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦１２２－７常　勤:    2　代表取締役　大上　 新規 現存
     ４ (薬       2)勝久 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  700174,009,3 いきいき調剤薬局 〒811-5135 0920-47-4312有限会社　エムリスコ永富　亜紀 平16. 3.20 薬局
     壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦５７－１ 常　勤:    6ーポレーション　代表 移転 現存
     (薬       6)取締役　永江　英子 平28. 3.20
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  701174,011,9 いきいき調剤薬局芦辺〒811-5462 0920-48-2770有限会社エムリスコー永江　英子 平11. 5. 1 薬局
     壱岐市芦辺町箱崎大左右触５５０常　勤:    1ポレーション　代表取 新規 現存
     番地１０ (薬       1)締役　永江　英子 平29. 5. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  702174,013,5 そうごう薬局郷ノ浦店〒811-5132 0920-47-0835総合メディカル株式会有里　恭一 平26. 2.16 薬局
     壱岐市郷ノ浦町東触８１３－１ 常　勤:    1社　代表取締役　坂本 移転 現存
     (薬       1)　賢治 平26. 2.16
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  703174,014,3 つじかわ薬局　印通寺〒811-5214 0920-44-6886有限会社　つじかわ薬辻川　普美子 平12. 6. 1 薬局
     店 壱岐市石田町印通寺浦３０８ー４常　勤:    1局　代表取締役　辻川 新規 現存
     (薬       1)　澄 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  704174,015,0 いきいき調剤薬局瀬戸〒811-5462 0920-48-2244有限会社　エムリスコ濵地　重憲 平12.10. 1 薬局
     壱岐市芦辺町箱崎大左右触４９０常　勤:    1ーポレーション　代表 新規 現存
     ー９ (薬       1)取締役　永江　英子 平24.10. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  705174,017,6 有限会社　大村調剤薬〒811-5133 0920-47-3672有限会社　大村調剤薬大村　平自 平14. 7. 1 薬局
     局 壱岐市郷ノ浦町本村触字古若１０常　勤:    1局　取締役　大村　七 新規 現存
     ９番地５ (薬       1)重 平26. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
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  706174,018,4 立石調剤薬局 〒811-5521 0920-42-1025立石　忠裕 立石　忠裕 平14. 8. 1 薬局
     壱岐市勝本町西戸触字蔵谷１８２常　勤:    1 新規 現存
     －１ (薬       1) 平26. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  707174,019,2 そうごう薬局壱岐店 〒811-5125 0920-47-5851総合メディカル株式会吉本　雅大 平18. 3. 1 薬局
     壱岐市郷ノ浦町志原西触２０－５常　勤:    1社　代表取締役　坂本 新規 現存
     (薬       1)　賢治 平30. 3. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  708174,020,0 いきいき調剤薬局壱岐〒811-5132 0920-47-5822有限会社エムリスコー本田　具章 平18. 4. 1 薬局
     壱岐市郷ノ浦町東触１３５６－１常　勤:    2ポレーション　代表取 新規 現存
     (薬       2)締役　永江　英子 平30. 4. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  709174,022,6 三井所薬局 〒811-5132 0920-48-0555株式会社ロカメディコ三井所　聖 平24. 7. 1 薬局
     壱岐市郷ノ浦町東触１３０９－２常　勤:    2　代表取締役　三井所 組織変更 現存
     (薬       2)　聖 平24. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  710174,023,4 そうごう薬局芦辺店 〒811-5301 0920-45-3501総合メディカル株式会河村　尚史 平24.10. 1 薬局
     壱岐市芦辺町芦辺浦６０６－１ 常　勤:    1社　代表取締役　坂本 新規 現存
     (薬       1)　賢治 平24.10. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  711184,002,6 有限会社　永瀬永寿堂〒817-0021 0920-52-0023有限会社　永瀬永寿堂永瀬　千鶴 昭32. 9. 1 薬局
     対馬市厳原町今屋敷７４０ 常　勤:    1　代表取締役　永瀬　 新規 現存
     (薬       1)正義 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  712184,006,7 永瀬永寿堂薬局　ティ〒817-0021 0920-52-7575有限会社永瀬永寿堂　永瀬　正義 平18.10. 7 薬局
     アラ店 対馬市厳原町今屋敷６６１－３ 常　勤:    3代表取締役　永瀬　正 移転 現存
     (薬       3)義 平24.10. 7
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  713184,008,3 そうごう薬局　いづは〒817-0016 0920-53-5911総合メディカル株式会錦　雅宏 平13.10. 1 薬局
     ら東里店 対馬市厳原町東里２９０－６ 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:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  714184,009,1 そうごう薬局　いづは〒817-0023 0920-53-5651総合メディカル株式会服部　哲郎 平14. 7. 1 薬局
     ら田渕店 対馬市厳原町田渕７９２番地 常　勤:    1社　代表取締役　坂本 新規 現存
     (薬       1)　賢治 平26. 7. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  715184,012,5 そうごう薬局豊玉店 〒817-1201 0920-58-2061総合メディカル株式会牧田　和也 平16. 4. 1 薬局
     対馬市豊玉町仁位１６６番地６ 常　勤:    1社　代表取締役　坂本 新規 現存
     (薬       1)　賢治 平28. 4. 1
     非常勤:   13
     (薬      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  716184,014,1 そうごう薬局対馬広域〒817-0322 0920-54-4011総合メディカル株式会青木　傅 平26. 4. 1調剤 薬局
     センター店 対馬市美津島町鶏知乙５２０－１常　勤:    1社　代表取締役　坂本 新規 現存
     ６ (薬       1)　賢治 平26. 4. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  717184,015,8 そうごう薬局対馬中央〒817-0322 0920-54-6021総合メディカル株式会大石　竜也 平27. 5. 1調剤 薬局
     店 対馬市美津島町鶏知乙１１７０ 常　勤:    2社　代表取締役　坂本 新規 現存
     (薬       2)　賢治 平27. 5. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  718184,016,6 さくら薬局対馬店 〒817-0322 0920-54-2326株式会社トータル・メ長　拓郎 平27. 5. 1調剤 薬局
     対馬市美津島町鶏知字千馬ヶ原乙常　勤:    1ディカルサービス　代 新規 現存
     ３３０－１１ (薬       1)表取締役　錦戸　裕幸 平27. 5. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  719194,007,3 永野薬局 〒817-1701 0920-86-2032有限会社　永野ファル永野　宏治 平13. 4. 1 薬局
     対馬市上対馬町比田勝８４３ 常　勤:    2マ　代表取締役　永野 組織変更 現存
     (薬       2)　宏治 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  720194,008,1 ひとつばたご薬局 〒817-1701 0920-88-9355有限会社　メディケア田口　淳一 平13. 6. 1 薬局
     対馬市上対馬町比田勝６２３－２常　勤:    1ファーマシー田口　代 新規 現存
     (薬       1)表取締役　田口　淳一 平25. 6. 1


