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    101,4033,5 森広薬局 〒870-0049 097-532-7066森　広子 森　広子 昭37. 4. 1 薬局
     大薬33 大分市中島中央１丁目４番２８号常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    201,4064,0 株式会社内田薬局 〒870-0035 097-532-3006株式会社内田薬局　代内田　伊久夫 昭44. 1. 1 薬局
     大薬64 大分市中央町１丁目２番２２号 常　勤:    2表取締役　内田　伊久 新規 現存
     (薬       2)夫 平29. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    301,4179,6 有限会社田原薬局 〒870-0022 097-532-5302有限会社　田原薬局　田原　正人 昭54.11.20 薬局
     大薬179 大分市大手町２丁目２番７号 常　勤:    1代表取締役　田原　正 所変 現存
     (薬       1)人 平24.11.20
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    401,4181,2 有限会社白十字薬局 〒870-0038 097-536-2722有限会社白十字薬局　相良　由紀子 昭55. 1. 1 薬局
     大薬181 大分市西春日町４－１ 常　勤:    1取締役　相良　宇宙 新規 現存
     (薬       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    501,4187,9 井手薬局 〒870-1147 097-568-0753井手　洋子 井手　洋子 昭55. 4. 1 薬局
     大薬187 大分市ふじが丘北区１Ｂ－８ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    601,4192,9 ブンゴヤ薬局大道店 〒870-0822 097-545-3232有限会社ブンゴヤエン山下　悟史 昭55.10. 1 薬局
     大薬192 大分市大道町４丁目５－２７ 常　勤:    2タープライズ　代表取 新規 現存
     (薬       2)締役　荘司　一茂 平28.10. 1
     非常勤:   15
     (薬      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    701,4257,0 永冨調剤薬局萩原店 〒870-0919 097-552-2545株式会社永冨調剤薬局藤本　学 昭60. 4. 1 薬局
     大薬257 大分市新栄町２番２号 常　勤:    1　代表取締役　永冨　 新規 現存
     (薬       1)茂 平30. 4. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    801,4259,6 三栄薬局 〒870-0047 097-536-3818有限会社三栄　代表取三松　和夫 昭60. 6. 1 薬局
     大薬259 大分市中島西１丁目５番地 常　勤:    1締役　三松　成子 新規 現存
     (薬       1) 平30. 6. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    901,4267,9 東洋漢方中央薬局 〒870-0856 097-545-6320有限会社中央薬局　代河野　敬三 昭60.11. 1 薬局
     大薬267 大分市畑中７９１－４ 常　勤:    1表取締役　河野　敬三 新規 現存
     (薬       1) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   1001,4277,8 有限会社森調剤薬局 〒870-0887 097-545-7661有限会社森調剤薬局　山村　令子 昭61. 9. 1 薬局
     大薬277 大分市二又５組 常　勤:    1代表取締役　森　徳子 新規 現存
     (薬       1) 平28. 9. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1101,4279,4 有限会社春日薬局 〒870-0005 097-537-1181有限会社春日薬局　代竹尾　修 昭62. 1.14 薬局
     大薬279 大分市王子北町１－５ 常　勤:    1表取締役　竹尾　修 所変 現存
     (薬       1) 平29. 1.14
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1201,4285,1 岡部薬局明治店 〒870-0134 097-522-1737有限会社岡部薬局　代岡部　恵子 昭62. 6. 1 薬局
     大薬285 大分市大字猪野１３９２の１ 常　勤:    1表取締役　岡部　隆 新規 現存
     (薬       1) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1301,4304,0 くすりのケンミン　あ〒870-0161 097-552-1181株式会社ケンミン　代栗田　幸治 昭63.11. 1 薬局
     大薬304 けのアクロス薬局 大分市明野東１丁目１番１号明野常　勤:    2表取締役社長　橋本　 所変 現存
     センターアクロス地下１階 (薬       2)修 平24.11. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1401,4305,7 有限会社明野調剤薬局〒870-0165 097-552-2160有限会社明野調剤薬局淵野　次生 昭64. 1. 1 薬局
     大薬305 大分市明野北四丁目１番１号 常　勤:    2　代表取締役　山本　 新規 現存
     (薬       2)和行 平28. 1. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1501,4308,1 コスモ調剤薬局 〒870-0924 097-551-2031有限会社コスモ　代表甲斐　一史 平元. 5. 1 薬局
     大薬308 大分市牧３丁目１７２－４ 常　勤:    1取締役　甲斐　一史 所変 現存
     (薬       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1601,4310,7 大安薬局 〒870-0104 097-527-4411有限会社大安薬局　代平川　弓恵 平元. 6. 1 薬局
     大薬310 大分市南鶴崎２丁目３番２２号 常　勤:    3表取締役　平川　弓恵 新規 現存
     (薬       3) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1701,4312,3 杉原薬局生石店 〒870-0003 097-538-1711有限会社杉原薬局　代堤　美枝子 平元. 7. 1 薬局
     大薬312 大分市生石３丁目１番２９号 常　勤:    1表取締役　杉原　崇 新規 現存
     (薬       1) 平28. 7. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   1801,4314,9 株式会社国立前調剤薬〒870-0263 097-593-3120株式会社国立前調剤薬得丸　美保 平元. 8. 9 薬局
     大薬314 局 大分市横田２丁目１３番１号 常　勤:    2局　代表取締役　杉原 所変 現存
     (薬       2)　正剛 平28. 8. 9
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1901,4321,4 有限会社さくらんぼ薬〒870-0135 097-553-3904有限会社さくらんぼ薬川口　芳子 平 2. 7. 1 薬局
     大薬321 局 大分市仲西町１丁目６番１３号 常　勤:    2局　代表取締役　松並 新規 現存
     (薬       2)　まゆみ 平29. 7. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2001,4324,8 永冨調剤薬局下郡店 〒870-0953 097-567-1661株式会社永冨調剤薬局野上　ひかり 平 2.10. 1 薬局
     大薬324 大分市下郡東一丁目４番５号 常　勤:    1　代表取締役　永冨　 所変 現存
     (薬       1)茂 平29.10. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2101,4327,1 メディカファーマシー〒870-0021 097-535-1193有限会社メディカ　代奥野　美和子 平 3. 3. 1 薬局
     大薬327 大分市府内町１丁目６番３８号大常　勤:    5表取締役　奥野　芳昭 新規 現存
     分クリニックビル１Ｆ (薬       5) 平30. 3. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2201,4333,9 きむら薬局上野丘店 〒870-0835 097-545-9305有限会社きむら薬局　児玉　淳 平 4. 9. 1 薬局
     大薬333 大分市上野丘１丁目１２－１８ 常　勤:    1取締役　児玉　淳 新規 現存
     (薬       1) 平28. 9. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2301,4335,4 有限会社中島調剤薬局〒870-0047 097-536-0093有限会社中島調剤薬局難波　洋子 平 5. 2. 1 薬局
     大薬335 大分市中島西１丁目６－３ 常　勤:    1　代表取締役　難波　 組変 現存
     (薬       1)洋子 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2401,4338,8 大分市薬剤師会会営東〒870-0867 097-549-4106公益社団法人大分市薬荻本　恭子 平 5. 7. 1 薬局
     大薬338 野台薬局 大分市東野台２丁目１番地 常　勤:    1剤師会　会長　永冨　 新規 現存
     (薬       1)茂 平29. 7. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2501,4341,2 敷戸薬局 〒870-1103 097-569-1937利満　富美子 利満　富美子 平 5.11. 1 薬局
     大薬341 大分市敷戸西町１－１２－１０５常　勤:    1 新規 現存
     号 (薬       1) 平29.11. 1
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   2601,4342,0 鶴崎調剤薬局 〒870-0104 097-521-5831有限会社鶴崎調剤薬局淵野　延子 平 5.11. 1 薬局
     大薬342 大分市南鶴崎２丁目１番１８号 常　勤:    2　代表取締役　淵野　 新規 現存
     (薬       2)延子 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2701,4344,6 有限会社ひらた薬局 〒870-0156 097-558-6532有限会社ひらた薬局　平田　光 平 6. 5. 1 薬局
     大薬344 大分市高城新町１３番１３号 常　勤:    1代表取締役　平田　光 組変 現存
     (薬       1) 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2801,4345,3 ながとみ薬局　敷戸店〒870-1121 097-569-7889株式会社永冨調剤薬局多田　貴彦 平 6. 5. 1 薬局
     大薬345 大分市大字鴛野字行衛１０１８－常　勤:    2　代表取締役　永冨　 新規 現存
     １２ (薬       2)茂 平30. 5. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2901,4355,2 由仁調剤薬局 〒870-0913 097-552-8437有限会社岡部薬局　代岡部　隆 平 6. 9. 1 薬局
     大薬355 大分市松原町１丁目１－１０ 常　勤:    1表取締役　岡部　隆 新規 現存
     (薬       1) 平24. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3001,4356,0 ひなぎく薬局 〒879-7761 097-597-5600株式会社そうりん　代大森　康弘 平 6.10. 1 薬局
     大薬356 大分市中戸次５１８６の２ 常　勤:    8表取締役　高尾　さと 新規 現存
     (薬       8)み 平24.10. 1
     非常勤:   15
     (薬      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3101,4359,4 ながとみ薬局竹中店 〒879-7501 097-597-5385株式会社永冨調剤薬局岡田　はるみ 平 6.12. 1 薬局
     大薬359 大分市竹中２７０１－７ 常　勤:    2　代表取締役　永冨　 新規 現存
     (薬       2)茂 平27.12. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3201,4360,2 ブンゴヤ薬局竹町店 〒870-0035 097-538-3839株式会社ブンゴヤ薬局西　恵理子 平 6.12. 1 薬局
     大薬360 大分市中央町２－８－３ 常　勤:    1　代表取締役　荘司　 新規 現存
     (薬       1)一茂 平27.12. 1
     非常勤:   15
     (薬      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3301,4364,4 南大分薬局 〒870-0855 097-546-0257株式会社星薬局　代表野中　麻里 平 7. 4. 1 薬局
     大薬364 大分市羽屋９組の５ 常　勤:    3取締役　深江　暉夫 新規 現存
     (薬       3) 平28. 4. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
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   3401,4365,1 有限会社まごころ調剤〒870-1132 097-569-6446有限会社まごころ調剤副　守尋 平 7. 6. 1 薬局
     大薬365 薬局 大分市大字光吉１２０１番地の３常　勤:    2薬局　代表取締役　副 新規 現存
     (薬       2)　守尋 平28. 6. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3501,4366,9 有限会社みさと薬局 〒870-0127 097-523-3994有限会社みさと薬局　副　千恵子 平 7. 6. 1 薬局
     大薬366 大分市大字森町字栗板通５６５番常　勤:    1取締役　副　啓子 新規 現存
     地の３ (薬       1) 平28. 6. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3601,4369,3 有限会社安東調剤薬局〒870-0849 097-549-2433有限会社安東調剤薬局原尻　文枝 平 7. 6. 1 薬局
     大薬369 賀来店 大分市賀来南一丁目１５番２９号常　勤:    3　代表取締役　安東　 組変 現存
     (薬       3)哲也 平28. 6. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3701,4373,5 有限会社工藤調剤薬局〒870-0888 097-544-2931有限会社工藤調剤薬局児玉　成美 平 7. 9. 1 薬局
     大薬373 第三 大分市三ケ田町１０組 常　勤:    1　代表取締役　工藤　 新規 現存
     (薬       1)一代 平28. 9. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3801,4376,8 株式会社永冨調剤薬局〒870-0952 097-554-3838株式会社永冨調剤薬局平山　愛 平 8. 5. 1 薬局
     大薬376 本店 大分市下郡北１丁目４番４５号 常　勤:    2　代表取締役　永冨　 新規 現存
     (薬       2)茂 平29. 5. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3901,4379,2 永冨調剤薬局　田中店〒870-0852 097-554-5300株式会社永冨調剤薬局池邉　伸夫 平 8. 6. 1 薬局
     大薬379 大分市田中町１２組５ 常　勤:    1　代表取締役　永冨　 新規 現存
     (薬       1)茂 平29. 6. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4001,4387,5 有限会社なか薬局宮崎〒870-1133 097-568-6908有限会社なか薬局　代岩神　礼華 平 8.12. 1 薬局
     大薬387 店 大分市大字宮崎１３９２の１ 常　勤:    1表取締役　中芝　高彦 新規 現存
     (薬       1) 平29.12. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   4101,4391,7 永冨調剤薬局　判田店〒870-1112 097-586-7130株式会社永冨調剤薬局奈須　裕樹 平 9. 3. 1 薬局
     大薬391 大分市下判田２３４９番５ 常　勤:    2　代表取締役　永冨　 新規 現存
     (薬       2)茂 平30. 3. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4201,4392,5 ブンゴヤ薬局　森町店〒870-0128 097-523-6000株式会社ブンゴヤ薬局三村　翔太郎 平 9. 3. 1 薬局
     大薬392 大分市大字森５８８－７ 常　勤:    1　代表取締役　荘司　 新規 現存
     (薬       1)一茂 平30. 3. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4301,4395,8 さくら薬局 〒870-1113 097-597-1993有限会社さくら薬局　河野　芳宏 平 9. 4. 1 薬局
     大薬395 大分市大字中判田字尾坪１９０６常　勤:    1代表取締役　佐藤　睦 新規 現存
     番地 (薬       1)実 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4401,4396,6 永冨調剤薬局春日店 〒870-0039 097-540-5145株式会社永冨調剤薬局堤　雄一 平 9. 4. 1 薬局
     大薬396 大分市中春日町１５－１５ 常　勤:    2　代表取締役　永冨　 新規 現存
     (薬       2)茂 平30. 4. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4501,4397,4 にじが丘調剤薬局 〒870-0829 097-544-4695有限会社シオテ薬品　塩手　恵美 平 9. 4. 1 薬局
     大薬397 大分市大字三芳１９１１－４ 常　勤:    3取締役　塩手　恵美 新規 現存
     (薬       3) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4601,4400,6 （有）マツダ府内薬局〒870-0856 097-543-7800有限会社マツダ府内薬矢野　祐子 平 9. 5. 1 薬局
     大薬400 大分市大字畑中９３４番地の６ 常　勤:    1局　代表取締役　矢野 新規 現存
     (薬       1)　祐子 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4701,4405,5 アフェット薬局 〒870-0263 097-592-5351有限会社アフェット　安東　泰治 平 9. 7. 1 薬局
     大薬405 大分市横田二丁目１８番４６号 常　勤:    1代表取締役　安東　泰 組変 現存
     (薬       1)治 平24. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4801,4406,3 成光堂薬局 〒870-1176 097-541-3368秦野　洋輔 秦野　洋輔 平 9. 7. 1 薬局
     大薬406 大分市富士見が丘東３丁目１番１常　勤:    1 所変 休止
     ６号 (薬       1) 平24. 7. 1
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   4901,4407,1 （株）臼杵薬局　花津〒870-0933 097-551-5027株式会社臼杵薬局　代臼杵　伸一郎 平 9. 7. 1 薬局
     大薬407 留店 大分市花津留２－５－５ 常　勤:    1表取締役　臼杵　伸一 新規 現存
     (薬       1)郎 平24. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5001,4412,1 水之江薬局 〒870-0023 097-532-3003有限会社水之江薬局　水之江　泰子 平10. 1. 1 薬局
     大薬412 大分市長浜町２丁目８－６ 常　勤:    1取締役　水之江　泰子 組変 現存
     (薬       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5101,4416,2 ブンゴヤ薬局みどり店〒870-0035 097-534-1375株式会社ブンゴヤ薬局荘司　一茂 平10. 5. 1 薬局
     大薬416 大分市中央町３丁目７番３６号 常　勤:    1　代表取締役　荘司　 新規 現存
     (薬       1)一茂 平28. 5. 1
     非常勤:   15
     (薬      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5201,4419,6 輔仁薬局 〒870-0033 097-537-0026有限会社輔仁薬局　代小野　万里 平10. 6. 1 薬局
     大薬419 大分市千代町２丁目１番８号 常　勤:    1表取締役　副　守尋 所変 現存
     (薬       1) 平28. 6. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5301,4422,0 有限会社得丸長生堂薬〒870-0822 097-543-7587有限会社得丸長生堂調石井　恵子 平10. 8. 1 薬局
     大薬422 局 大分市大道町２丁目８－９ 常　勤:    2剤薬局　代表取締役　 開変 現存
     (薬       2)得丸　茂年 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5401,4424,6 有限会社太陽調剤薬局〒870-1113 097-597-6334有限会社太陽調剤薬局藤井　ひろ子 平10. 8. 1 薬局
     大薬424 中判田店 大分市大字中判田字栗矢田１４３常　勤:    4　代表取締役　松尾　 新規 現存
     ４番２ (薬       4)光洋 平28. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5501,4425,3 九州調剤薬局大在駅前〒870-0251 097-593-3300株式会社エス・ケー・雨宮　純 平10.11. 1 薬局
     大薬425 店 大分市大在中央１丁目１２番３号常　勤:    2ファーマシー　代表取 開変 現存
     (薬       2)締役　志賀　達男 平28.11. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5601,4426,1 九州調剤薬局鶴崎店 〒870-0104 097-523-4037株式会社エス・ケー・小南　雄三 平10.11. 1 薬局
     大薬426 大分市南鶴崎２丁目４番２２号 常　勤:    1ファーマシー　代表取 開変 現存
     (薬       1)締役　志賀　達男 平28.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)



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

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表［大分県］

［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     8 頁

   5701,4427,9 九州調剤薬局明野店 〒870-0161 097-551-3993株式会社エス・ケー・田中　康夫 平10.11. 1 薬局
     大薬427 大分市明野東２丁目３３番１５号常　勤:    3ファーマシー　代表取 開変 現存
     (薬       3)締役　志賀　達男 平28.11. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5801,4428,7 九州調剤薬局森店 〒870-0128 097-523-3923株式会社エス・ケー・山口　浩史 平10.11. 1 薬局
     大薬428 大分市森３９０－５ 常　勤:    3ファーマシー　代表取 開変 現存
     (薬       3)締役　志賀　達男 平28.11. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5901,4430,3 ゆう調剤薬局猪野店 〒870-0134 097-522-0665株式会社ソメヤ　代表端谷　宏貴 平10.11. 1 薬局
     大薬430 大分市大字猪野字西原１１０１－常　勤:    2取締役　染矢　博 新規 現存
     ７ (薬       2) 平28.11. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6001,4431,1 （有）得丸長生堂調剤〒870-0822 097-546-3529有限会社得丸長生堂調得丸　義晃 平11. 1. 1 薬局
     大薬431 薬局 大分市大道町３丁目３－６６ 常　勤:    1剤薬局　代表取締役　 所変 現存
     (薬       1)得丸　茂年 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6101,4437,8 有限会社つもり調剤薬〒870-0945 097-557-0077有限会社つもり調剤薬清水　精一 平11. 4. 1 薬局
     大薬437 局 大分市大字津守７５番地の１ 常　勤:    1局　代表取締役　朝山 新規 現存
     (薬       1)　俊明 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6201,4438,6 おおてまち調剤薬局 〒870-0022 097-573-8005有限会社シオテ薬品　亀井　浩美 平11. 4. 1 薬局
     大薬438 大分市大手町３丁目６番３号 常　勤:    2取締役　塩手　恵美 新規 現存
     (薬       2) 平29. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6301,4439,4 ブンゴヤ薬局松岡店 〒870-0125 097-524-6370株式会社ブンゴヤ薬局平林　良子 平11. 4. 1 薬局
     大薬439 大分市松岡５１８９－４ 常　勤:    2　代表取締役　荘司　 新規 現存
     (薬       2)一茂 平29. 4. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   6401,4440,2 安東調剤薬局車木店 〒870-0848 097-549-0417有限会社安東調剤薬局大塚　素子 平11. 5. 1 薬局
     大薬440 大分市賀来北二丁目１０番２３号常　勤:    1　代表取締役　安東　 新規 現存
     (薬       1)哲也 平29. 5. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6501,4442,8 阿部薬局 〒870-0937 097-556-9954阿部　友子 阿部　友子 平11. 5. 1 薬局
     大薬442 大分市南津留１１ー１６ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6601,4444,4 ファーマシーヒロマツ〒870-0855 097-573-6700廣松　伸一 廣松　伸一 平11. 7. 1 薬局
     大薬444 南大分店 大分市大字豊饒２６７番１ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6701,4445,1 竹町薬局 〒870-0035 097-573-8573有限会社メディカ　代佐藤　恵美子 平11. 7. 1 薬局
     大薬445 大分市中央町２丁目８番２９号 常　勤:    3表取締役　奥野　芳昭 新規 現存
     (薬       3) 平29. 7. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6801,4447,7 永冨調剤薬局羽屋店 〒870-0854 097-573-5400株式会社永冨調剤薬局髙木　千佳 平11. 8. 1 薬局
     大薬447 大分市羽屋３組の２ 常　勤:    1　代表取締役　永冨　 新規 現存
     (薬       1)茂 平29. 8. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6901,4448,5 りんどう薬局 〒870-0857 097-573-5210株式会社そうりん　代室原　健太郎 平11. 9. 1 薬局
     大薬448 大分市明磧蛇掘１１７番地 常　勤:    1表取締役　高尾　さと 新規 現存
     (薬       1)み 平29. 9. 1
     非常勤:   22
     (薬      22)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7001,4450,1 永冨調剤薬局　大在店〒870-0253 097-524-3832株式会社永冨調剤薬局寺本　聡美 平11.11. 1 薬局
     大薬450 大分市汐見２丁目１番４号 常　勤:    2　代表取締役　永冨　 新規 現存
     (薬       2)茂 平29.11. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7101,4451,9 九州調剤薬局大在志村〒870-0124 097-523-2110株式会社エス・ケー・上杉　小百合 平12. 1. 1 薬局
     大薬451 店 大分市庄境１２５－１ 常　勤:    5ファーマシー　代表取 新規 現存
     (薬       5)締役　志賀　達男 平30. 1. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
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   7201,4453,5 コスモス調剤薬局 〒870-0105 097-503-5858有限会社コスモス　代中庭　絵里菜 平12. 3. 1 薬局
     大薬453 大分市西鶴崎３丁目３番６号 常　勤:    2表取締役　内田　潤哉 新規 現存
     (薬       2) 平30. 3. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7301,4454,3 ブンゴヤ薬局田中店 〒870-0852 097-543-8980有限会社ブンゴヤエン亀岡　貫太郎 平12. 4. 1 薬局
     大薬454 大分市田中町８－２ 常　勤:    1タープライズ　代表取 新規 現存
     (薬       1)締役　荘司　一茂 平30. 4. 1
     非常勤:   14
     (薬      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7401,4457,6 永冨調剤薬局　府内店〒870-0021 097-540-6636株式会社永冨調剤薬局糸永　由美 平12. 5. 1 薬局
     大薬457 大分市府内町２丁目３－３０ 常　勤:    3　代表取締役　永冨　 新規 現存
     (薬       3)茂 平30. 5. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7501,4459,2 九州調剤薬局　日赤前〒870-0033 097-573-9101株式会社エス・ケー・中野　雅彦 平12. 7. 1 薬局
     大薬459 店 大分市千代町１丁目２番２０号 常　勤:    1ファーマシー　代表取 新規 現存
     (薬       1)締役　志賀　達男 平24. 7. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7601,4460,0 永冨調剤薬局　だのは〒870-0818 097-513-8223株式会社永冨調剤薬局坂口　淳一郎 平12. 7. 1 薬局
     大薬460 る店 大分市新春日町２丁目３ー１２ 常　勤:    3　代表取締役　永冨　 新規 現存
     (薬       3)茂 平24. 7. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7701,4461,8 こがづる調剤薬局 〒870-0935 097-553-2882有限会社こがづる調剤堤　喜代明 平12. 7. 1 薬局
     大薬461 大分市古ケ鶴１丁目２番２５号 常　勤:    3薬局　取締役　副　啓 所変 現存
     (薬       3)子 平24. 7. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7801,4463,4 輔仁薬局　日赤前店 〒870-0033 097-513-3936有限会社輔仁薬局　代後藤　順子 平12. 8. 1 薬局
     大薬463 大分市千代町３丁目２ー４７ 常　勤:    1表取締役　副　守尋 新規 現存
     (薬       1) 平24. 8. 1
     非常勤:   18
     (薬      18)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   7901,4465,9 有限会社みどり調剤薬〒870-0951 097-554-3745有限会社みどり調剤薬佐藤　崇 平12. 9. 1 薬局
     大薬465 局　くすりのキャプテ大分市下郡２３３１番地の１ 常　勤:    3局　代表取締役　阿部 新規 現存
     ンキッズ下郡店 (薬       3)　みどり 平24. 9. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8001,4467,5 調剤薬局　やくじゅ草〒870-1152 097-588-8900有限会社薬樹　代表取池邉　秀敏 平12.11. 1 薬局
     大薬467 大分市大字上宗方字大坪５２５番常　勤:    2締役　池邉　秀敏 新規 現存
     地の１ (薬       2) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8101,4468,3 かもめ薬局 〒870-0951 097-554-3720有限会社ナオヤ　代表多森　直樹 平12.11. 1 薬局
     大薬468 大分市下郡山の手１番３０号 常　勤:    3取締役　多森　繁美 新規 現存
     (薬       3) 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8201,4470,9 有限会社きたじま調剤〒870-0931 097-552-0252有限会社きたじま調剤森下　美貴子 平12.11. 1 薬局
     大薬470 薬局 大分市西浜３番９号 常　勤:    1薬局　代表取締役　北 新規 現存
     (薬       1)島　幸生 平24.11. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8301,4471,7 有限会社安東調剤薬局〒870-1155 097-541-6678有限会社安東調剤薬局安東　清子 平12.12. 1 薬局
     大薬471 　玉沢店 大分市大字玉沢７０５番地 常　勤:    7　代表取締役　安東　 新規 現存
     (薬       7)哲也 平24.12. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8401,4475,8 タンポポ薬局 〒870-1123 097-568-5552有限会社タンポポ薬局藤澤　玄子 平13. 2. 1 薬局
     大薬475 大分市大字寒田字八丸２３５番地常　勤:    2　代表取締役　藤澤　 新規 現存
     ５ (薬       2)玄子 平25. 2. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8501,4476,6 のぞみ薬局 〒879-7501 097-586-7778有限会社のぞみ　代表園田　賢司 平13. 3. 1 薬局
     大薬476 大分市大字竹中１３８７番地の１常　勤:    2取締役　岡部　隆 新規 現存
     １ (薬       2) 平25. 3. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8601,4478,2 なか薬局　ふるごう店〒870-0844 097-554-5933有限会社なか薬局　代秦野　祐一 平13. 4. 1 薬局
     大薬478 大分市大字古国府字熊田４１３番常　勤:    2表取締役　中芝　高彦 新規 現存
     ６ (薬       2) 平25. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)



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

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表［大分県］

［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    12 頁

   8701,4481,6 まい調剤薬局 〒870-0251 097-592-5915有限会社舞　代表取締原口　舞 平13. 5. 1 薬局
     大薬481 大分市大在中央２丁目１６８番 常　勤:    2役　原口　舞 新規 現存
     (薬       2) 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8801,4483,2 （有）工藤調剤薬局　〒870-0309 097-528-9688有限会社工藤調剤薬局高山　明美 平13. 7. 1 薬局
     大薬483 坂ノ市店 大分市坂ノ市西一丁目７番７号 常　勤:    1　代表取締役　工藤　 新規 現存
     (薬       1)一代 平25. 7. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8901,4484,0 ゆう調剤薬局　ななせ〒870-1143 097-588-8344株式会社ソメヤ　代表三浦　敦子 平13. 7. 1 薬局
     大薬484 店 大分市大字田尻４２５番地２ 常　勤:    1取締役　染矢　博 新規 現存
     (薬       1) 平25. 7. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9001,4485,7 ほじん薬局　賀来店 〒870-0849 097-586-6363有限会社輔仁薬局　代安部　朗 平13. 8. 1 薬局
     大薬485 大分市賀来南２丁目１１番３号 常　勤:    1表取締役　副　守尋 新規 現存
     (薬       1) 平25. 8. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9101,4491,5 永冨調剤薬局　米良店〒870-0942 097-554-7373株式会社永冨調剤薬局一井　亮吉 平14. 1. 1 薬局
     大薬491 大分市大字羽田１９４番地の３ 常　勤:    2　代表取締役　永冨　 所変 現存
     (薬       2)茂 平26. 1. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9201,4492,3 フロンティア薬局　宗〒870-1152 097-541-6171株式会社フロンティア菱川　佳子 平14. 1. 1 薬局
     大薬492 方店 大分市大字上宗方字野添５５５番常　勤:    1　代表取締役　重森　 開変 現存
     地の９ (薬       1)裕之 平26. 1. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9301,4493,1 イオン薬局パークプレ〒870-0174 097-528-7593イオン九州株式会社　芦刈　資宏 平14. 5. 1 薬局
     大薬493 イス大分店 大分市公園通り西２丁目１ 常　勤:    3代表取締役　柴田　祐 新規 現存
     (薬       3)司 平26. 5. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   9401,4494,9 ファン調剤薬局　古国〒870-0844 097-573-5100株式会社ファンメディ後藤　清美 平14. 5. 1 薬局
     大薬494 府店 大分市古国府８３２－１ 常　勤:    1カル　代表取締役　脇 新規 現存
     (薬       1)田　稔夫 平26. 5. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9501,4497,2 Ｏ．Ｐ．Ａ薬局 〒870-0855 097-544-0234公益社団法人大分県薬松崎　忠史 平14. 6. 1 薬局
     大薬497 大分市大字豊饒字川成３７６－１常　勤:    7剤師会　会長　安東　 新規 現存
     (薬       7)哲也 平26. 6. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9601,4500,3 ほじん薬局　大在店 〒870-0265 097-525-9290有限会社輔仁薬局　代太田　奈津紀 平14. 9. 1 薬局
     大薬500 大分市竹下１丁目２４５番 常　勤:    3表取締役　副　守尋 新規 現存
     (薬       3) 平26. 9. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9701,4502,9 カトレア調剤薬局 〒870-0116 097-503-7750有限会社コスモス　代児玉　博信 平14.10. 1 薬局
     大薬502 大分市常行２６５－１ 常　勤:    1表取締役　内田　潤哉 新規 現存
     (薬       1) 平26.10. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9801,4503,7 九州調剤薬局　県病前〒870-0856 097-514-1468株式会社エス・ケー・荒巻　幸恵 平14.11. 1 薬局
     大薬503 店 大分市畑中９３５－１ 常　勤:    3ファーマシー　代表取 新規 現存
     (薬       3)締役　志賀　達男 平26.11. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9901,4504,5 永冨調剤薬局　明野店〒870-0172 097-524-6816株式会社永冨調剤薬局矢野　智昭 平15. 1. 1 薬局
     大薬504 大分市新明治１丁目４番地 常　勤:    2　代表取締役　永冨　 新規 現存
     (薬       2)茂 平27. 1. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10001,4505,2 （株）ブンゴヤ薬局本〒870-0035 097-532-2985株式会社ブンゴヤ薬局池 　佳世 平15. 4. 1 薬局
     大薬505 店 大分市中央町２丁目１番１７号 常　勤:    9　代表取締役　荘司　 所変 現存
     (薬       9)一茂 平27. 4. 1
     非常勤:   13
     (薬      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  10101,4506,0 有限会社安東調剤薬局〒870-0806 097-549-5851有限会社安東調剤薬局渕野　貴広 平15. 4. 1 薬局
     大薬506 　野田店 大分市大字野田字原７９０の５ 常　勤:    2　代表取締役　安東　 所変 現存
     (薬       2)哲也 平27. 4. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10201,4508,6 杉原薬局 〒870-0307 097-528-9351有限会社坂ノ市杉原調白井　ヨシ子 平15. 6. 1 薬局
     大薬508 大分市坂ノ市中央三丁目５番１２常　勤:    2剤薬局　代表取締役　 組変 現存
     号 (薬       2)杉原　正剛 平27. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10301,4509,4 ゆう調剤薬局　まつお〒870-0124 097-528-7552株式会社ソメヤ　代表内田　眞理 平15. 7. 1 薬局
     大薬509 か店 大分市大字毛井寺の前２５６番の常　勤:    3取締役　染矢　博 新規 現存
     ５ (薬       3) 平27. 7. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10401,4511,0 安東調剤薬局明野店 〒870-0165 097-556-9748有限会社安東調剤薬局橋本　能典 平15. 8. 1 薬局
     大薬511 大分市明野北一丁目７番２５号 常　勤:    2　代表取締役　安東　 所変 現存
     (薬       2)哲也 平27. 8. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10501,4512,8 赤れんが薬局 〒870-0026 097-540-6575有限会社アトム薬局　熊倉　貴子 平15.11. 1 薬局
     大薬512 大分市金池町１丁目１１番８号 常　勤:    1代表取締役　古長　正 所変 現存
     (薬       1)明 平27.11. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10601,4513,6 健康堂調剤薬局 〒870-0025 097-537-2632有限会社健康堂薬局　三塚　操 平16. 2. 1 薬局
     大薬513 大分市顕徳町３丁目１－２ 常　勤:    1代表取締役　三塚　省 新規 現存
     (薬       1)三 平28. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10701,4515,1 輔仁薬局賀来北店 〒870-0848 097-548-7266有限会社輔仁薬局　代俣見　由美子 平16. 2. 1 薬局
     大薬515 大分市賀来北２丁目３６１６番 常　勤:    3表取締役　副　守尋 新規 現存
     (薬       3) 平28. 2. 1
     非常勤:   12
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  10801,4518,5 はたの薬局　賀来店 〒870-0862 097-586-5959有限会社はたの恒至堂姫野　倫子 平16. 8. 1 薬局
     大薬518 大分市大字中尾２５０－６ 常　勤:    1　代表取締役　秦野　 新規 現存
     (薬       1)恭義 平28. 8. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10901,4520,1 輔仁薬局津留店 〒870-0938 097-554-2481有限会社輔仁薬局　代尾渡　行雄 平16. 9. 1 薬局
     大薬520 大分市今津留３丁目４－５９ 常　勤:    1表取締役　副　守尋 新規 現存
     (薬       1) 平28. 9. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11001,4524,3 さがのせき薬局 〒879-2201 097-575-4077姫野　栄子 姫野　栄子 昭60. 3. 1 薬局
     大薬524 大分市大字佐賀関２１５９－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11101,4525,0 輔仁薬局佐賀関店 〒879-2201 097-524-4410有限会社輔仁薬局　代西村　真実 平10. 9. 1 薬局
     大薬525 大分市大字佐賀関２２６７－１ 常　勤:    1表取締役　副　守尋 新規 現存
     (薬       1) 平28. 9. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11201,4526,8 井口天真堂薬局 〒879-2201 097-575-0231井口　博信 井口　惠美子 平16. 8.10 薬局
     大薬526 大分市大字佐賀関２１９３の１ 常　勤:    2 組変 現存
     (薬       2) 平28. 8.10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11301,4528,4 なでしこ調剤薬局 〒870-0147 097-504-3911有限会社メイフローラ寺尾　理美 平16.12. 1 薬局
     大薬528 大分市大字小池原１１７０番地２常　勤:    6　代表取締役　濱﨑　 新規 現存
     (薬       6)正 平28.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11401,4530,0 九州調剤薬局高城店 〒870-0917 097-552-3026株式会社エス・ケー・佐藤　靖博 平16.12. 1 薬局
     大薬530 大分市高松２丁目４番２１号 常　勤:    3ファーマシー　代表取 新規 現存
     (薬       3)締役　志賀　達男 平28.12. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11501,4531,8 岩田町調剤薬局 〒870-0936 097-556-0160有限会社サン・メディ芝田　愼次郎 平17. 4. 1 薬局
     大薬531 大分市岩田町１丁目１番３７号 常　勤:    1カル・サービス　代表 新規 現存
     (薬       1)取締役　篠原　杏子 平29. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  11601,4532,6 わかば調剤薬局 〒870-0153 097-503-1333有限会社コスモ　代表松永　和代 平17. 6. 1 薬局
     大薬532 大分市城東町１８１番地 常　勤:    1取締役　甲斐　一史 新規 現存
     (薬       1) 平29. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11701,4534,2 有限会社みどり調剤薬〒870-0954 097-524-5388有限会社みどり調剤薬塩地　桂子 平17. 6. 1 薬局
     大薬534 局くすりのキャプテン大分市下郡中央１丁目５番１９号常　勤:    2局　代表取締役　阿部 新規 現存
     キッズ南店 (薬       2)　みどり 平29. 6. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11801,4535,9 有限会社はや調剤薬局〒870-0854 097-545-1903有限会社はや調剤薬局太田　亮 平17. 6. 1 薬局
     大薬535 大分市大字羽屋６０番地の４ 常　勤:    1　代表取締役　太田　 組変 現存
     (薬       1)亮 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11901,4536,7 杉原薬局野津原店 〒870-1203 097-588-5100有限会社杉原薬局　代秦　誠司 平17. 8. 1 薬局
     大薬536 大分市大字野津原字中牟田９１０常　勤:    1表取締役　杉原　崇 新規 現存
     －１ (薬       1) 平29. 8. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12001,4537,5 ファン薬局　大在店 〒870-0252 097-528-9276株式会社ファンメディ尾野　智子 平17. 9. 1 薬局
     大薬537 大分市大在浜２丁目７番２ 常　勤:    1カル　代表取締役　脇 新規 現存
     (薬       1)田　稔夫 平29. 9. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12101,4539,1 白寿堂薬局 〒870-1152 097-542-1746株式会社　バイタル　濵田　美幸 平17.10. 1 薬局
     大薬539 大分市大字上宗方５６０－１２ 常　勤:    1代表取締役　田中　武 組変 現存
     (薬       1) 平29.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12201,4540,9 はまゆう薬局 〒879-2201 097-575-1112株式会社そうりん　代酒井　大智 平17.12. 1 薬局
     大薬540 大分市大字佐賀関７７７－７ 常　勤:    3表取締役　高尾　さと 新規 現存
     (薬       3)み 平29.12. 1
     非常勤:   19
     (薬      19)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  12301,4542,5 輔仁薬局森町店 〒870-0127 097-521-2270有限会社輔仁薬局　代福田　望 平18. 1. 1 薬局
     大薬542 大分市森町４４１－１ 常　勤:    2表取締役　副　守尋 所変 現存
     (薬       2) 平30. 1. 1
     非常勤:   15
     (薬      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12401,4543,3 ブンゴヤ薬局駅南店 〒870-0823 097-547-2010有限会社ブンゴヤエン小野　治美 平18. 2. 1 薬局
     大薬543 大分市東大道１丁目８－１５ 常　勤:    3タープライズ　代表取 新規 現存
     (薬       3)締役　荘司　一茂 平30. 2. 1
     非常勤:   14
     (薬      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12501,4544,1 輔仁薬局明野店 〒870-0161 097-503-1515有限会社輔仁薬局　代兼田　眞 平18. 4. 1 薬局
     大薬544 大分市明野東２丁目７番１０号 常　勤:    1表取締役　副　守尋 新規 現存
     (薬       1) 平30. 4. 1
     非常勤:   18
     (薬      18)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12601,4545,8 有限会社なか薬局 〒870-1132 097-568-7744有限会社なか薬局　代木村　紀佐 平18. 4. 1 薬局
     大薬545 大分市大字光吉１７８５番地の１常　勤:    3表取締役　中芝　高彦 その他 現存
     ５８ (薬       3) 平30. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12701,4546,6 杉原薬局　わさだ店 〒870-1151 097-586-1117有限会社杉原薬局　代鎌田　俊文 平18. 5. 1 薬局
     大薬546 大分市大字市１２１４番地 常　勤:    3表取締役　杉原　崇 新規 現存
     (薬       3) 平30. 5. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12801,4547,4 はたの薬局 〒870-0818 097-544-0641株式会社ケンミン　代西来路　京子 平18. 6. 1 薬局
     大薬547 大分市新春日町１丁目１１６６－常　勤:    3表取締役社長　橋本　 組変 現存
     ２マメゾン春日１Ｆ (薬       3)修 平30. 6. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12901,4549,0 けやき調剤薬局 〒870-0104 097-524-0850有限会社ハート調剤薬大塚　恒明 平18.11. 1 薬局
     大薬549 大分市南鶴崎３丁目１－１６ 常　勤:    1局　代表取締役　加﨑 新規 現存
     (薬       1)　哲夫 平24.11. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  13001,4550,8 ほじん薬局 〒870-0945 097-567-3008有限会社輔仁薬局　代竹野　泰晴 平19. 1. 1 薬局
     大薬550 大分市大字津守３番地２ 常　勤:    1表取締役　副　守尋 所変 現存
     (薬       1) 平25. 1. 1
     非常勤:   17
     (薬      17)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13101,4551,6 わかくさ薬局 〒879-7761 097-597-3977株式会社　そうりん　藤本　ルミ子 平19. 2. 1 薬局
     大薬551 大分市大字中戸次４４８８番２ 常　勤:    2代表取締役　高尾　さ 新規 現存
     (薬       2)とみ 平25. 2. 1
     非常勤:   21
     (薬      21)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13201,4552,4 大志堂調剤薬局　田尻〒870-1143 097-529-5411大志堂調剤薬局株式会藤原　正幸 平19. 4. 1 薬局
     大薬552 店 大分市大字田尻４５７番地の５ 常　勤:    1社　代表取締役　藤原 新規 現存
     (薬       1)　正幸 平25. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13301,4553,2 有限会社みどり調剤薬〒870-0854 097-540-7210有限会社みどり調剤薬阿部　みどり 平19. 5. 1 薬局
     大薬553 局　くすりのキャプテ大分市羽屋４－１－Ａ組 常　勤:    4局　代表取締役　阿部 新規 現存
     ンキッズ豊府店 (薬       4)　みどり 平25. 5. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13401,4554,0 株式会社臼杵薬局 〒870-0945 097-569-1135株式会社臼杵薬局　代臼杵　昭子 平19. 5. 1 薬局
     大薬554 大分市大字津守８８番地１６ 常　勤:    2表取締役　臼杵　伸一 所変 現存
     (薬       2)郎 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13501,4556,5 ブンゴヤ薬局　東大道〒870-0822 097-545-1225有限会社ブンゴヤエン城井　尚人 平19. 9. 1 薬局
     大薬556 店 大分市大道町１丁目２番５号 常　勤:    1タープライズ　代表取 新規 現存
     (薬       1)締役　荘司　一茂 平25. 9. 1
     非常勤:   12
     (薬      12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13601,4557,3 マーガレット調剤薬局〒870-0126 097-524-3922有限会社メイフローラ神野　美和子 平19. 9. 1 薬局
     大薬557 大分市大字横尾４１３２－１ 常　勤:    2　代表取締役　濱﨑　 新規 現存
     (薬       2)正 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13701,4558,1 府内薬局 〒870-0021 097-532-3297株式会社ケンミン　代倉橋　直美 平19.10. 1 薬局
     大薬558 大分市府内町１丁目１番２０号 常　勤:    2表取締役社長　橋本　 新規 現存
     (薬       2)修 平25.10. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  13801,4559,9 けやき通り薬局 〒870-0935 097-552-8315有限会社こがづる調剤栗林　恭兵 平19.11. 1 薬局
     大薬559 大分市古ケ鶴一丁目２番１８号 常　勤:    1薬局　取締役　副　啓 新規 現存
     (薬       1)子 平25.11. 1
     非常勤:   18
     (薬      18)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13901,4560,7 海辺の薬局 〒870-0003 097-513-5090株式会社響　代表取締阿部　信 平20. 1. 1 薬局
     大薬560 大分市生石川向３７－７ 常　勤:    1役　阿部　信 新規 現存
     (薬       1) 平26. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14001,4562,3 大分市薬剤師会会営パ〒870-1133 097-594-5840公益社団法人大分市薬岡部　安洋 平20. 3. 1 薬局
     大薬562 ウロ薬局 大分市大字宮崎字古園１３２１－常　勤:    2剤師会　会長　永冨　 新規 現存
     １　フェニックス　クラ　１階 (薬       2)茂 平26. 3. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14101,4563,1 塩九升調剤薬局 〒870-0023 097-535-8802有限会社河野調剤　代安井　利美 平20. 3. 1 薬局
     大薬563 大分市長浜町１丁目９番１１号皐常　勤:    1表取締役社長　河野　 新規 現存
     月マンション第７大分　１階 (薬       1)哲治 平26. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14201,4564,9 セイユー堂薬局　稙田〒870-1143 097-586-1910株式会社サンドラッグ松岡　克典 平20. 4. 1 薬局
     大薬564 店 大分市大字田尻４４１－１ 常　勤:    3　代表取締役　赤尾　 開変 現存
     (薬       3)主哉 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14301,4567,2 コーワ調剤薬局 〒870-0888 097-546-2750若杉　貴浩 若杉　貴浩 平20. 6. 1 薬局
     大薬567 大分市三ケ田町３－１ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平26. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14401,4568,0 城南薬局 〒870-0883 097-545-0508有限会社工藤調剤薬局首藤　建子 平20. 8. 1 薬局
     大薬568 大分市永興７組の４ 常　勤:    1　代表取締役　工藤　 新規 現存
     (薬       1)一代 平26. 8. 1
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表［大分県］

［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    20 頁

  14501,4569,8 ワタナベ薬局荷揚町店〒870-0046 097-535-0085株式会社ワタナベ　代小野　章子 平20. 9. 1 薬局
     大薬569 大分市荷揚町２番３号 常　勤:    2表取締役　渡辺　幹雄 新規 現存
     (薬       2) 平26. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14601,4570,6 ワタナベ薬局大手町店〒870-0022 097-538-8200株式会社ワタナベ　代大村　浩子 平20.10. 1 薬局
     大薬570 大分市大手町３丁目３番３０号 常　勤:    6表取締役　渡辺　幹雄 新規 現存
     (薬       6) 平26.10. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14701,4571,4 アトム薬局 〒870-0026 097-537-7211有限会社アトム薬局　桑原　昌代 平20.12. 1 薬局
     大薬571 大分市金池町２丁目４番２０号 常　勤:    1代表取締役　古長　正 新規 現存
     (薬       1)明 平26.12. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14801,4573,0 健康の森調剤薬局　わ〒870-1151 097-586-1108有限会社杉原薬局　代杉原　崇 平20.12. 1 薬局
     大薬573 さだ店 大分市市１２７９番地 常　勤:    1表取締役　杉原　崇 新規 現存
     (薬       1) 平26.12. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14901,4574,8 正栄薬局 〒870-1123 097-594-2761株式会社正栄薬局　代伊藤　恵一 平21. 2. 1 薬局
     大薬574 大分市寒田１１１６番地の８ 常　勤:    2表取締役　伊藤　恵一 新規 現存
     (薬       2) 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15001,4575,5 株式会社岡本薬局 〒870-0126 097-547-8769株式会社岡本薬局　代岡本　貴 平21. 5. 1 薬局
     大薬575 大分市大字横尾４４５１番２６ 常　勤:    1表取締役　岡本　かお 新規 現存
     (薬       1)り 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15101,4576,3 ファン薬局　戸次店 〒879-7761 097-597-0072株式会社ファンメディ田谷　学 平21. 4.20 薬局
     大薬576 大分市大字中戸次字中津留上４８常　勤:    3カル　代表取締役　脇 所変 現存
     ４０－２４ (薬       3)田　稔夫 平27. 4.20
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15201,4577,1 こはく薬局 〒870-0877 097-547-7571有限会社インサイト　早田　有希 平21. 5. 1 薬局
     大薬577 大分市賀来１２６１－１　大分キ常　勤:    2代表取締役　増田　淳 新規 現存
     ャセイホテル１Ｆ (薬       2)一 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  15301,4578,9 こいけばる調剤薬局 〒870-0147 097-558-3762有限会社黒川薬局　取阿南　美那 平21. 5. 1 薬局
     大薬578 大分市大字小池原１５３４番地 常　勤:    1締役　黒川　歌子 新規 現存
     (薬       1) 平27. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15401,4579,7 はたの薬局　府内店 〒870-0021 097-532-1252有限会社はたの恒至堂古島　明子 平21. 6. 1 薬局
     大薬579 大分市府内町１－５－１　１０６常　勤:    4　代表取締役　秦野　 所変 現存
     号 (薬       4)恭義 平27. 6. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15501,4581,3 そうごう薬局大分東店〒870-0916 097-551-4681総合メディカル株式会上利　聡明 平21. 9. 1 薬局
     大薬581 大分市高松東２丁目７番地７ 常　勤:    2社　代表取締役　坂本 新規 現存
     (薬       2)　賢治 平27. 9. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15601,4582,1 あき調剤薬局 〒870-0918 097-551-2102株式会社薬苑あき　代西川　峰子 平21. 9. 1 薬局
     大薬582 大分市日吉町１８番９号 常　勤:    2表取締役　藤原　敬代 新規 現存
     (薬       2) 平27. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15701,4583,9 シバ薬局 〒870-0037 097-534-4689有限会社シバ薬局　代相良　宇宙 平21.11. 1 薬局
     大薬583 大分市東春日町８番４号 常　勤:    3表取締役　橋本　修 所変 現存
     (薬       3) 平27.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15801,4584,7 ブンゴヤ薬局コスモ店〒870-0820 097-544-8940株式会社ブンゴヤ薬局八木　真布 平22. 1. 1 薬局
     大薬584 大分市西大道２丁目３番１号 常　勤:    1　代表取締役　荘司　 新規 現存
     (薬       1)一茂 平28. 1. 1
     非常勤:   15
     (薬      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15901,4585,4 ブンゴヤ薬局横瀬店 〒870-1154 097-542-7272有限会社ブンゴヤエン荘司　武史 平22. 1.17 薬局
     大薬585 大分市田原字後３０番地１ 常　勤:    1タープライズ　代表取 所変 現存
     (薬       1)締役　荘司　一茂 平28. 1.17
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  16001,4586,2 九州調剤薬局庄境店 〒870-0241 097-503-7272株式会社エス・ケー・岡村　俊子 平22. 3. 1 薬局
     大薬586 大分市庄境２番１０号 常　勤:    2ファーマシー　代表取 新規 現存
     (薬       2)締役　志賀　達男 平28. 3. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16101,4587,0 みなみ薬局 〒870-0845 097-574-4666有限会社のぞみ調剤薬津川　宗星 平22. 3. 1 薬局
     大薬587 大分市大字羽屋２７８－４ 常　勤:    4局　代表取締役　淡路 新規 現存
     (薬       4)　英広 平28. 3. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16201,4588,8 おれんじ薬局 〒870-0839 097-547-8802株式会社おれんじ薬局松尾　成真 平22. 4. 1 薬局
     大薬588 大分市金池南２丁目３番８号 常　勤:    2　代表取締役　松尾　 新規 現存
     (薬       2)成真 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16301,4589,6 ファン薬局　日岡店 〒870-0914 097-574-5324株式会社ファンメディ荒巻　千智 平22. 6. 1 薬局
     大薬589 大分市日岡２丁目７－２６ 常　勤:    1カル　代表取締役　脇 新規 現存
     (薬       1)田　稔夫 平28. 6. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16401,4591,2 森町薬局 〒870-0127 097-523-4517株式会社丸恵　代表取角田　直也 平22. 6. 1 薬局
     大薬591 大分市大字森町２４３番地の１ 常　勤:    2締役　松尾　恒幸 開変 現存
     (薬       2) 平28. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16501,4592,0 第一調剤薬局　森店 〒870-0128 097-521-5553株式会社ＩＴメディカ三好　崇之 平22. 7. 1 薬局
     大薬592 大分市大字森５８２－１ 常　勤:    3ル　代表取締役　今田 新規 現存
     (薬       3)屋　耕一郎 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16601,4593,8 金池薬局 〒870-0026 097-533-2247株式会社メディカルプ賀 　剛司 平22. 8. 1 薬局
     大薬593 大分市金池町２丁目９番１０号 常　勤:    1ラス　代表取締役　武 新規 現存
     (薬       1)石　雅幸 平28. 8. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  16701,4595,3 春日薬局　王子店 〒870-0006 097-538-0500有限会社春日薬局　代井元　一匤 平22. 8.23 薬局
     大薬595 大分市王子中町９番３９号 常　勤:    1表取締役　竹尾　修 所変 現存
     (薬       1) 平28. 8.23
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16801,4596,1 ａｎ調剤薬局 〒870-0021 097-534-8931有限会社　環　代表取中山田　寛之 平22. 8.12 薬局
     大薬596 大分市府内町２丁目３－３０ヴィ常　勤:    3締役　津田　さつき 所変 現存
     ーナスビル１Ｆ (薬       3) 平28. 8.12
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16901,4597,9 あすなろ薬局 〒870-0955 097-547-8553有限会社あすなろ薬局友永　伊知郎 平22.12. 1 薬局
     大薬597 大分市下郡南５丁目３０７番地 常　勤:    2　代表取締役　友永　 新規 現存
     (薬       2)伊知郎 平28.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17001,4598,7 ふくろう薬局 〒870-0007 097-533-7757株式会社ローツェ　代川原　利雄 平23. 3. 1 薬局
     大薬598 大分市王子南町２番１４号 常　勤:    2表取締役　水崎　憲治 新規 現存
     (薬       2) 平29. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17101,4600,1 ファン薬局　羽屋店 〒870-0844 097-573-6602株式会社ファンメディ谷森　洋子 平23. 3. 1 薬局
     大薬600 大分市古国府６・７Ａ組 常　勤:    1カル　代表取締役　脇 所変 現存
     (薬       1)田　稔夫 平29. 3. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17201,4601,9 ファン薬局　高砂店 〒870-0029 097-533-0164株式会社ファンメディ佐藤　富士子 平23. 3. 1 薬局
     大薬601 大分市高砂町１番５号 常　勤:    1カル　代表取締役　脇 新規 現存
     (薬       1)田　稔夫 平29. 3. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17301,4602,7 南天堂薬局 〒870-0945 097-503-9566株式会社中嶋ファーマ中嶋　一雄 平23. 5. 1 薬局
     大薬602 大分市大字津守８７８番地の１ 常　勤:    2シー　代表取締役　中 開変 現存
     (薬       2)嶋　一雄 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  17401,4603,5 クロカワ薬局 〒870-0921 097-556-1689有限会社黒川薬局　取須﨑　知英 平23. 5. 1 薬局
     大薬603 大分市萩原１丁目１９番３６号 常　勤:    4締役　黒川　歌子 組変 現存
     (薬       4) 平29. 5. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17501,4605,0 有限会社あかみね調剤〒879-7881 097-543-8981有限会社あかみね調剤赤嶺　裕之 平23. 7. 1 薬局
     大薬605 薬局 大分市大字奥田字尻細４４６番１常　勤:    3薬局　代表取締役　赤 所変 現存
     (薬       3)嶺　佳子 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17601,4608,4 永冨調剤薬局敷戸団地〒870-1121 097-574-7200株式会社永冨調剤薬局後藤　結実子 平23.11. 1 薬局
     大薬608 店 大分市大字鴛野３６２－８ 常　勤:    2　代表取締役　永冨　 新規 現存
     (薬       2)茂 平29.11. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17701,4609,2 しらき薬局 〒870-0805 097-574-7561セイコーメディカルブ太田　陽章 平23.10. 1 薬局
     大薬609 大分市大字神崎字見内４０４番地常　勤:    1レーン株式会社　代表 開変 現存
     ６０ (薬       1)取締役　岩井堂　政裕 平29.10. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17801,4610,0 ファーマシー安東 〒870-0815 097-599-3010安東　正憲 安東　洋子 平23.12. 1 薬局
     大薬610 大分市南春日町１２－７ 常　勤:    1 所変 現存
     (薬       1) 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17901,4611,8 九州調剤薬局小池原店〒870-0147 097-503-0503株式会社エス・ケー・松田　明子 平24. 2. 1 薬局
     大薬611 大分市大字小池原１１１３番地１常　勤:    1ファーマシー　代表取 新規 現存
     の２ (薬       1)締役　志賀　達男 平30. 2. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18001,4612,6 くどう薬局わさだ店 〒870-1155 097-529-7675有限会社工藤調剤薬局工藤　絢 平24. 3. 1 薬局
     大薬612 大分市大字玉沢字深町９６６－８常　勤:    1　代表取締役　工藤　 新規 現存
     (薬       1)一代 平30. 3. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18101,4613,4 永冨調剤薬局富士見が〒870-1173 097-586-1300株式会社永冨調剤薬局安部　良彦 平24. 3. 1 薬局
     大薬613 丘店 大分市富士見が丘東４丁目１３番常　勤:    2　代表取締役　永冨　 所変 現存
     １２号 (薬       2)茂 平30. 3. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
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  18201,4615,9 ケヤキ調剤薬局 〒870-0934 097-552-6201有限会社　ケヤキ薬局上原　広己 平24. 5. 1 薬局
     大薬615 大分市東津留２丁目１０７－１ 常　勤:    2　代表取締役　岩田　 新規 現存
     (薬       2)貴司 平30. 5. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18301,4616,7 株式会社大賀薬局　大〒870-0867 097-548-7333株式会社　大賀薬局　戸髙　順一 平24. 6. 1 薬局
     大薬616 分医大前店 大分市東野台２丁目１番地２ 常　勤:    1代表取締役　大賀　崇 新規 現存
     (薬       1)浩 平30. 6. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18401,4617,5 九州調剤薬局南大分店〒870-0100 097-573-5167株式会社エス・ケー・中嶋　瞬 平24. 8. 1 薬局
     大薬617 大分市大字奥田４４５番２ 常　勤:    1ファーマシー　代表取 新規 現存
     (薬       1)締役　志賀　達男 平24. 8. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18501,4619,1 第一調剤薬局　賀来店〒870-0850 097-549-0005株式会社ＩＴメディカ安達　豊 平24. 8. 1 薬局
     大薬619 大分市賀来西一丁目４番３号 常　勤:    1ル　代表取締役　今田 新規 現存
     (薬       1)屋　耕一郎 平24. 8. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18601,4620,9 西田薬局 〒870-0003 097-537-2318株式会社西田薬局　代西田　絵麻 平24.10. 1 薬局
     大薬620 大分市生石２丁目１－３ 常　勤:    2表取締役　西田　政輝 組変 現存
     (薬       2) 平24.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18701,4621,7 つのこばる薬局 〒870-0271 097-547-8707株式会社シームス　代大神　研二 平24.11. 1 薬局
     大薬621 大分市大字角子原８７０番地 常　勤:    1表取締役　大神　研二 新規 現存
     (薬       1) 平24.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18801,4622,5 さとう調剤薬局　春日〒870-0037 097-538-5601有限会社　さとう調剤長谷川　昭生 平25. 4. 1 薬局
     大薬622 店 大分市東春日町５番３号スカイメ常　勤:    2薬局　代表取締役　佐 新規 現存
     ゾンクローバー８０－１Ｆ (薬       2)藤　英隆 平25. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  18901,4623,3 まごころ調剤薬局　古〒870-0844 097-578-6096有限会社まごころ調剤副　良子 平25. 4. 1 薬局
     大薬623 国府店 大分市大字古国府１２０５－２ 常　勤:    1薬局　代表取締役　副 新規 現存
     (薬       1)　守尋 平25. 4. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19001,4624,1 下川薬局光吉店 〒870-1133 097-578-7570株式会社下川薬局　代 川　敏彦 平25. 8. 1 薬局
     大薬624 大分市大字宮崎９３８番１ 常　勤:    2表取締役　下川　要二 新規 現存
     (薬       2) 平25. 8. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19101,4625,8 まごころ調剤薬局　森〒870-0127 097-503-7155有限会社まごころ調剤白江　真 平25. 9.17 薬局
     大薬625 町店 大分市森町５１８－１ 常　勤:    1薬局　代表取締役　副 所変 現存
     (薬       1)　守尋 平25. 9.17
     非常勤:   13
     (薬      13)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19201,4627,4 坂ノ市たんぽぽ薬局 〒870-0307 097-524-3556株式会社そうりん　代田邉　芳江 平25.12. 1 薬局
     大薬627 大分市坂ノ市中央１丁目２６７番常　勤:    1表取締役　高尾　さと 新規 現存
     地 (薬       1)み 平25.12. 1
     非常勤:   20
     (薬      20)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19301,4628,2 ユウセイ薬局 〒870-0952 097-567-6931株式会社ユウセイ薬局若松　富士美 平26. 1. 1 薬局
     大薬628 大分市下郡北３丁目２１番２２号常　勤:    2　代表取締役　後藤　 新規 現存
     (薬       2)祐樹 平26. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19401,4629,0 サンサン通り薬局 〒870-0021 097-574-7829株式会社メディカルプ藤野　茜 平26. 3. 1 薬局
     大薬629 大分市府内町１丁目６－１１ 常　勤:    1ラス　代表取締役　武 新規 現存
     (薬       1)石　雅幸 平26. 3. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19501,4630,8 株式会社大賀薬局　王〒870-0007 097-573-6077株式会社大賀薬局　代橋本　あすか 平26. 6. 1 薬局
     大薬630 子店 大分市王子南町６０１番１１ 常　勤:    2表取締役　大賀　崇浩 新規 現存
     (薬       2) 平26. 6. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  19601,4631,6 ほほえみ調剤薬局 〒870-0868 097-574-8823株式会社ほほえみ　代若杉　敬大 平26. 7. 1 薬局
     大薬631 大分市大字野田２７２－５ 常　勤:    1表取締役　若杉　敬大 組変 現存
     (薬       1) 平26. 7. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19701,4632,4 やま薬局賀来店 〒870-0848 097-578-8686株式会社ＹＡＭＡＳＡ山﨑　由晴 平26. 8. 1 薬局
     大薬632 大分市賀来北３丁目１番５号 常　勤:    1ＫＩ　代表取締役　山 新規 現存
     (薬       1)﨑　由晴 平26. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19801,4633,2 輔仁薬局牧店 〒870-0924 097-553-5260有限会社輔仁薬局　代德重　伸子 平27. 1. 1 薬局
     大薬633 大分市牧１丁目１番２４号 常　勤:    3表取締役　副　守尋 所変 現存
     (薬       3) 平27. 1. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19901,4634,0 アガペ鶴崎薬局 〒870-0105 097-503-6710株式会社アガペ　代表荒木　敬之 平27. 4. 1 薬局
     大薬634 大分市西鶴崎３丁目２－７ 常　勤:    1取締役　藤木　一行 新規 現存
     (薬       1) 平27. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20001,4635,7 Ｍｏｏｎ調剤薬局　田〒870-0852 097-578-8228株式会社Ｍｏｏｎ　代内田　圭祐 平27. 4. 1 薬局
     大薬635 中町店 大分市田中町９－１組 常　勤:    2表取締役　阿南　朋和 新規 現存
     (薬       2) 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20101,4636,5 有限会社安東調剤薬局〒870-0938 097-556-1767有限会社安東調剤薬局大塚　俊樹 平27. 4. 1 薬局
     大薬636 　今津留店 大分市今津留２丁目１番１号　１常　勤:    1　代表取締役　安東　 新規 現存
     ０１ (薬       1)哲也 平27. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20201,4637,3 旭調剤薬局 〒870-0030 097-544-8005株式会社岡本薬局　代岡本　トモ子 平27. 5. 1 薬局
     大薬637 大分市大字三芳字笹原１０５２番常　勤:    1表取締役　岡本　かお 開変 現存
     の内 (薬       1)り 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20301,4639,9 みさと薬局太平町店 〒870-0837 097-578-8525有限会社みさと薬局　藤林　京子 平27. 5. 7 薬局
     大薬639 大分市太平町４組 常　勤:    1取締役　副　啓子 新規 現存
     (薬       1) 平27. 5. 7
     非常勤:    7
     (薬       7)
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  20401,4641,5 Ｍｏｏｎ調剤薬局西大〒870-0003 097-513-3388株式会社Ｍｏｏｎ　代阿南　朋和 平27. 9. 1 薬局
     大薬641 分店 大分市大字生石字下ノ田１４５番常　勤:    1表取締役　阿南　朋和 新規 現存
     ５５ (薬       1) 平27. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20501,4642,3 ゆう調剤薬局稙田店 〒870-1151 097-541-3363株式会社ソメヤ　代表三浦　直人 平27. 9. 1 薬局
     大薬642 大分市大字市大坪３－７ 常　勤:    1取締役　染矢　博 開変 現存
     (薬       1) 平27. 9. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20601,4643,1 きたじま調剤薬局寒田〒870-1123 097-547-7955有限会社きたじま調剤中津留　正之 平27.10. 1 薬局
     大薬643 店 大分市寒田１０１６番地の２ 常　勤:    1薬局　代表取締役　北 新規 現存
     (薬       1)島　幸生 平27.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20701,4644,9 ＪＲ九州ドラッグイレ〒870-0831 097-513-8511ＪＲ九州ドラッグイレ神崎　千代香 平27.12. 7 薬局
     大薬644 ブン薬局大分駅南店 大分市要町９番２０号 常　勤:    8ブン株式会社　代表取 所変 現存
     (薬       8)締役　今林　泰 平27.12. 7
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20801,4645,6 ファン薬局上野店 〒870-0841 097-578-9548株式会社ファンメディ亀井　加奈子 平28. 4. 1 薬局
     大薬645 大分市六坊北町４４７１－１ 常　勤:    3カル　代表取締役　脇 新規 現存
     (薬       3)田　稔夫 平28. 4. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20901,4646,4 さくら調剤薬局 〒870-1143 097-547-8255合同会社しげみ薬局　重見　幸伸 平28. 5. 1 薬局
     大薬646 大分市大字田尻４７７番地 常　勤:    1代表社員　重見　幸伸 新規 現存
     (薬       1) 平28. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21001,4647,2 アクア薬局 〒870-0021 097-574-8138株式会社はちよん　代橋本　朗洋 平28. 9. 1 薬局
     大薬647 大分市府内町２丁目１番２２号 常　勤:    1表取締役　橋本　朗洋 新規 現存
     (薬       1) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  21101,4648,0 そうごう薬局アクロス〒870-0823 097-535-7231総合メディカル株式会木村　隆祐 平28.11. 1 薬局
     大薬648 プラザ大分駅南店 大分市東大道１丁目３番１号アク常　勤:    1社　代表取締役　坂本 新規 現存
     ロスプラザ大分駅南２階 (薬       1)　賢治 平28.11. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21201,4649,8 ひいろ調剤薬局宗方店〒870-1152 097-542-2001後藤　隆宏 後藤　隆宏 平29. 1. 1 薬局
     大薬649 大分市大字上宗方８０２番４５８常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21301,4650,6 きたまち調剤薬局 〒870-0165 097-551-2900有限会社明野調剤薬局松木　千恵 平29. 1. 1 薬局
     大薬650 大分市明野北１丁目７番１号 常　勤:    1　代表取締役　山本　 新規 現存
     (薬       1)和行 平29. 1. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21401,4651,4 のつはる薬局 〒870-1203 097-588-1660株式会社大賀薬局　代笠木　義則 平29. 1. 1 薬局
     大薬651 大分市大字野津原字小深町８８０常　勤:    3表取締役　大賀　崇浩 開変 現存
     番 (薬       3) 平29. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21501,4652,2 永冨調剤薬局鶴崎店 〒870-0103 097-523-1676株式会社永冨調剤薬局上田　祐也 平29. 1.10 薬局
     大薬652 大分市東鶴崎三丁目３番２０号 常　勤:    2　代表取締役　永冨　 所変 現存
     (薬       2)茂 平29. 1.10
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21601,4653,0 いこいの森薬局 〒870-0839 097-585-5588株式会社メディカルプ阿部　沙織 平29. 3. 1 薬局
     大薬653 大分市金池南１丁目１－２２ 常　勤:    1ラス　代表取締役　武 新規 現存
     (薬       1)石　雅幸 平29. 3. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21701,4654,8 かりん薬局 〒870-1133 097-574-5452有限会社直方メディカ倉地　宏幸 平29. 4. 1 薬局
     大薬654 大分市大字宮崎９５３番地１ 常　勤:    1ルサービス　代表取締 新規 現存
     (薬       1)役　水口　敏生 平29. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表［大分県］

［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

  21801,4655,5 九州調剤薬局　明野中〒870-0165 097-560-2426（株）エス・ケー・フ深井　勇次 平29. 6. 1 薬局
     大薬655 央店 大分市明野北１丁目２２２６番１常　勤:    2ァーマシー　代表取締 新規 現存
     ８ (薬       2)役　志賀　達男 平29. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21901,4656,3 スマイル薬局中央町店〒870-0035 097-507-2844（有）ＹＨＹ　代表取山本　泰生 平29. 6. 1 薬局
     大薬656 大分市中央町３丁目１番２５号 常　勤:    2締役　山本　宏美 新規 現存
     (薬       2) 平29. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22001,4657,1 在宅庄内調剤薬局 〒870-0955 097-574-7326有限会社河野調剤　代松村　潤 平29. 6. 1 薬局
     大薬657 大分市下郡南２丁目２－２９ 常　勤:    1表取締役　河野　哲治 新規 現存
     (薬       1) 平29. 6. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22101,4659,7 きたじま薬局　千代町〒870-0033 097-578-6227有限会社　きたじま調白尾　美枝子 平29. 8. 1 薬局
     大薬659 店 大分市千代町１丁目２－７ 常　勤:    1剤薬局　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)北島　幸生 平29. 8. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22201,4660,5 くすりのケンミン　ト〒870-0021 097-536-3133株式会社　ケンミン　陶山　勇一郎 平29. 8. 1 薬局
     大薬660 キハ薬局 大分市府内町２丁目１番４号 常　勤:    1代表取締役　橋本　修 開変 現存
     (薬       1) 平29. 8. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22301,4661,3 タケシタ調剤薬局　大〒870-0263 097-529-5155株式会社タケシタ調剤植木　昂平 平29. 9. 1 薬局
     大薬661 分店 大分市横田２丁目１２－６ 常　勤:    2薬局　代表取締役　竹 新規 現存
     (薬       2)下　正大 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22401,4663,9 きたじま薬局　下郡店〒870-0952 097-567-4248有限会社　きたじま調友　好恵 平29.11. 1 薬局
     大薬663 大分市下郡北３丁目２２－４１ 常　勤:    1剤薬局　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)北島　幸生 平29.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  22501,4664,7 はなぶさ調剤薬局 〒870-0035 097-537-0739有限会社　はたの恒至阿部　秀子 平29.12.18 薬局
     大薬664 大分市中央町２－２－２６ 常　勤:    1堂　代表取締役　秦野 所変 現存
     (薬       1)　恭義 平29.12.18
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22601,4665,4 幸崎駅前薬局 〒879-2111 097-576-0001エム・ジェイＰｈａｒ中尾　正志 平30. 3. 1 薬局
     大薬665 大分市大字本神崎２７０－１ 常　勤:    1ｍａ（株）　代表取締 新規 現存
     (薬       1)役　児玉　淳 平30. 3. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22701,4666,2 株式会社大賀薬局　光〒870-1143 097-542-6084株式会社大賀薬局　代岡本　貴 平30. 4. 1 薬局
     大薬666 吉店 大分市田尻９３番１ 常　勤:    1表取締役　大賀　崇浩 新規 現存
     (薬       1) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22801,4667,0 ファン薬局　春日店 〒870-0816 097-576-7328株式会社ファンメディ富樫　秀夫 平30. 4. 1 薬局
     大薬667 大分市田室町２０６番８ 常　勤:    1カル　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)田　稔夫 平30. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22901,4668,8 河野調剤薬局　明野店〒870-0126 097-578-8399有限会社　河野調剤　河野　哲治 平30. 4. 1 薬局
     大薬668 大分市大字横尾４４５１－２６ 常　勤:    1代表取締役　河野　哲 新規 現存
     (薬       1)治 平30. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23001,4669,6 おおみち薬局 〒870-0823 097-514-0001エム・ジェイＰｈａｒ大嶋　佳子 平30. 4. 1 薬局
     大薬669 大分市東大道２丁目３－４５ガー常　勤:    1ｍａ株式会社　代表取 新規 現存
     デンパーク２１　１Ｆ (薬       1)締役　児玉　淳 平30. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23101,4670,4 すずらん薬局 〒870-0126 097-535-8207株式会社そうりん　代阿南　千恵 平30. 4. 2 薬局
     大薬670 大分市横尾大原１９３０－１ 常　勤:    1表取締役　高尾　さと 新規 現存
     (薬       1)み 平30. 4. 2
     非常勤:    9
     (薬       9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  23201,4671,2 ファン薬局下郡店 〒870-0942 097-574-8995株式会社ファンメディ大戸　一輝 平30. 5. 1 薬局
     大薬671 大分市羽田字小山２２０番地１ 常　勤:    1カル　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)田　稔夫 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23301,4672,0 株式会社岡本薬局府内〒870-0021 097-547-7162株式会社岡本薬局　代岡本　かおり 平30. 5. 1 薬局
     大薬672 店 大分市府内町１丁目２－１第２ト常　勤:    1表取締役　岡本　かお 新規 現存
     レンドビル４Ｆ (薬       1)り 平30. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23401,4673,8 ファン薬局牧店 〒870-0924 097-574-8995株式会社ファンメディ清末　優子 平30. 6. 1 薬局
     大薬673 大分市牧１丁目１２５番５ 常　勤:    1カル　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)田　稔夫 平30. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23501,4674,6 はたの薬局森店 〒870-0128 097-576-7190有限会社はたの恒至堂池田　真利香 平30. 6. 1 薬局
     大薬674 大分市大字森４０２－１０ 常　勤:    1　代表取締役　秦野　 新規 現存
     (薬       1)恭義 平30. 6. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23602,4061,4 株式会社木下薬局 〒874-0021 0977-66-1478株式会社木下薬局　代木下　千恵子 昭44. 5. 1 薬局
     別薬61 別府市亀川中央町３－１２ 常　勤:    2表取締役　木下　耕一 組変 現存
     (薬       2) 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23702,4094,5 セスナ荘園薬局 〒874-0838 0977-24-6119株式会社セスナ　代表中内　眞美 昭52. 1. 1 薬局
     別薬94 別府市荘園町９組の１ 常　勤:    1取締役　野上　信二 組変 現存
     (薬       1) 平28. 1. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23802,4113,3 たていし薬局本店 〒874-0833 0977-22-0686有限会社たていし薬局渕　顕一朗 昭55. 3. 1 薬局
     別薬113 別府市鶴見町６－１ 常　勤:    1　取締役　渕　圭子 新規 現存
     (薬       1) 平28. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23902,4115,8 日伸薬局 〒874-0902 0977-22-1477山田　紀代美 山田　紀代美 昭55. 8. 1 薬局
     別薬115 別府市青山町９番５３号 常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平28. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24002,4126,5 東洋漢方中央薬局 〒874-0943 0977(25)2653河野　順 河野　順 昭57.11. 1 薬局
     別薬126 別府市楠町８番６号 常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平24.11. 1
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  24102,4130,7 新港町薬局 〒874-0923 0977-24-2041有限会社フジイ　代表藤井　照久 昭58. 6.12 薬局
     別薬130 別府市新港町１番２９号 常　勤:    2者　藤井　照久 所変 現存
     (薬       2) 平28. 6.12
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24202,4132,3 （有）古戦場薬局 〒874-0941 0977-25-7719有限会社古戦場薬局　友成　朗 昭59. 5. 1 薬局
     別薬132 別府市大字南立石字向原１８９１常　勤:    2代表取締役　友成　朗 組変 現存
     番地の１０ (薬       2) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24302,4134,9 薬剤師会調剤薬局 〒874-0016 0977-67-7906一般社団法人別府市薬大塚　勤子 昭59.12. 1 薬局
     別薬134 別府市大字野田３番地の６ 常　勤:    8剤師会　会長　友成　 新規 現存
     (薬       8)朗 平29.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24402,4139,8 （有）春木薬局 〒874-0913 0977-21-1193有限会社春木薬局　代藤原　万里 昭62. 7. 1 薬局
     別薬139 別府市大字北石垣１５２６番地の常　勤:    2表取締役　藤原　洋子 新規 現存
     ２ (薬       2) 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24502,4144,8 なかの薬局 〒874-0045 0977-66-3613中野　昭夫 中野　昭夫 昭63. 3. 1 薬局
     別薬144 別府市鉄輪御幸３組 常　勤:    1 所変 現存
     (薬       1) 平30. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24602,4150,5 ファーマシー野口元町〒874-0933 0977-21-1444有限会社ファーマシー坂石　由美 平 2. 8. 1 薬局
     別薬150 別府市野口元町３番３３号 常　勤:    1　代表取締役　坂石　 組変 現存
     (薬       1)眞 平29. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24702,4157,0 やまもと薬局 〒874-0033 0977(67)8790山本　一八 山本　一八 平 6. 8. 1 薬局
     別薬157 別府市上人南町１６組 常　勤:    1 所変 現存
     (薬       1) 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24802,4163,8 有限会社くらうん薬局〒874-0936 0977-26-2872有限会社くらうん薬局渡辺　文生 平 9. 5. 1 薬局
     別薬163 別府市中央町６ー２２ 常　勤:    1　代表取締役　渡辺　 新規 現存
     (薬       1)文生 平30. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  24902,4166,1 くろーばー薬局 〒874-0920 0977-23-1419株式会社大一薬品　代坪井　眞津子 平10. 3. 1 薬局
     別薬166 別府市北浜２－５－８ 常　勤:    4表取締役　鳥越　明 所変 現存
     (薬       4) 平28. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25002,4169,5 有限会社ひびき調剤薬〒874-0919 0977-73-8907有限会社ひびき調剤薬川山　久美子 平11. 6. 1 薬局
     別薬169 局 別府市石垣東８丁目５番２３号 常　勤:    2局　代表取締役　名倉 新規 現存
     (薬       2)　万壽夫 平29. 6. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25102,4173,7 青山薬局 〒874-0909 0977-73-8155有限会社　のぞみ調剤野尻　優理子 平12. 4. 1 薬局
     別薬173 別府市田の湯町２００４番の６ 常　勤:    2薬局　代表取締役　淡 新規 現存
     (薬       2)路　英広 平30. 4. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25202,4177,8 なの花薬局 〒874-0840 0977-23-3477有限会社タンポポ薬局山田　誠 平12.11. 1 薬局
     別薬177 別府市大字鶴見字荒巻２６１５ー常　勤:    1　代表取締役　藤澤　 新規 現存
     １ (薬       1)玄子 平24.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25302,4178,6 有限会社よろずや薬局〒874-0000 0977-66-0542有限会社よろずや薬局原　敏久 平13. 1. 1 薬局
     別薬178 別府市大字鉄輪２４９番地の５ 常　勤:    2　代表取締役　原　敏 新規 現存
     (薬       2)久 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25402,4180,2 太陽調剤薬局 〒874-0928 0977-26-7370有限会社太陽調剤薬局吉渡　幸子 平13. 2. 1 薬局
     別薬180 別府市北的ケ浜町３番１９号 常　勤:    2　代表取締役　松尾　 所変 現存
     (薬       2)光洋 平25. 2. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25502,4181,0 後藤薬局　亀川店 〒874-0014 0977-27-8500有限会社後藤薬局　代百﨑　しおり 平13. 4. 1 薬局
     別薬181 別府市亀川浜田町２ー６２　ベル常　勤:    4表取締役　後藤　隆 新規 現存
     メゾン亀川１Ｆ (薬       4) 平25. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  25602,4183,6 石垣薬局 〒874-0919 0977-21-7255河野　正子 河野　正子 平13. 7. 1 薬局
     別薬183 別府市石垣東４丁目５番１５号 常　勤:    1 所変 現存
     (薬       1) 平25. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25702,4185,1 ふれあい調剤薬局 〒874-0943 0977-26-7666有限会社ユニティー　山﨑　恭嗣 平14. 2. 1 薬局
     別薬185 別府市楠町１番２４号 常　勤:    1取締役　山﨑　恭嗣 新規 現存
     (薬       1) 平26. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25802,4187,7 輔仁薬局　新別府前店〒874-0833 0977-78-8778有限会社輔仁薬局　代副　千秋 平14. 5. 1 薬局
     別薬187 別府市鶴見８組　クレベール凌雲常　勤:    1表取締役　副　守尋 新規 現存
     台１Ｆ (薬       1) 平26. 5. 1
     非常勤:   14
     (薬      14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25902,4189,3 太陽調剤薬局　鶴見店〒874-0833 0977-26-5255有限会社太陽調剤薬局秦野　七子 平14. 8. 1 薬局
     別薬189 別府市鶴見町３組 常　勤:    6　代表取締役　松尾　 新規 現存
     (薬       6)光洋 平26. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26002,4192,7 有限会社キムラ薬局　〒874-0025 0977-27-6970有限会社キムラ薬局　岡﨑　ヒサ子 平14.12. 1 薬局
     別薬192 亀川店 別府市亀川四の湯９番３９号 常　勤:    3代表取締役　木村　實 新規 現存
     (薬       3) 平26.12. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26102,4193,5 そうごう薬局　別府流〒874-0901 0977-22-7621総合メディカル株式会加納　円理 平15. 4. 1 薬局
     別薬193 川店 別府市中島町１４番２４号 常　勤:    1社　代表取締役　坂本 新規 現存
     (薬       1)　賢治 平27. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26202,4194,3 和田薬局 〒874-0920 0977-23-2056古賀　溥子 古賀　溥子 平15.11. 4 薬局
     別薬194 別府市北浜２丁目４の４ 常　勤:    1 開変 現存
     (薬       1) 平27.11. 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26302,4196,8 みょうばん薬局 〒874-0840 0977-67-6005有限会社別府よしむら大隈　信幸 平16. 4. 1 薬局
     別薬196 別府市鶴見１０９２－５ 常　勤:    1　代表取締役　大隈　 新規 現存
     (薬       1)亮典 平28. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
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  26402,4197,6 ファーマシーさかいし〒874-0919 0977-73-9711有限会社ファーマシー賀来　テラス 平16. 7. 1 薬局
     別薬197 別府市石垣東８丁目２－３４ 常　勤:    1　代表取締役　坂石　 新規 現存
     (薬       1)眞 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26502,4198,4 有限会社キムラ薬局 〒874-0911 0977-21-3507有限会社キムラ薬局　中島　美紀 平17. 5. 1 薬局
     別薬198 別府市緑丘町４組 常　勤:    5代表取締役　木村　實 所変 現存
     (薬       5) 平29. 5. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26602,4200,8 そうごう薬局　別府秋〒874-0937 0977-22-3901総合メディカル株式会蒲原　裕典 平18. 3. 1 薬局
     別薬200 葉店 別府市秋葉町８番３０号 常　勤:    2社　代表取締役　坂本 新規 現存
     (薬       2)　賢治 平30. 3. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26702,4202,4 あすなろ薬局 〒874-0000 0977-27-6771（有）のぞみ調剤薬局佐々木　賢一 平18.11. 1 薬局
     別薬202 別府市大字北石垣１０３６－５－常　勤:    2　代表取締役　淡路　 新規 現存
     ２号 (薬       2)英広 平24.11. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26802,4204,0 永冨調剤薬局　別府秋〒874-0938 0977-27-5400株式会社永冨調剤薬局新田　利明 平19. 7. 1 薬局
     別薬204 葉通り店 別府市末広町１－２３工藤ビル１常　勤:    2　代表取締役　永冨　 新規 現存
     Ｆ (薬       2)茂 平25. 7. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26902,4206,5 有限会社日の丸薬局 〒874-0931 0977-23-1042有限会社日の丸薬局　山添　秀樹 平19.11. 1 薬局
     別薬206 別府市西野口町１３番１１号 常　勤:    1代表取締役　山添　秀 所変 現存
     (薬       1)樹 平25.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27002,4207,3 スマイル薬局荘園店 〒874-0840 0977-75-6880有限会社ＹＨＹ　代表木部　雅代 平20. 1. 1 薬局
     別薬207 別府市鶴見野口４５１４番２３０常　勤:    2取締役　山本　宏美 新規 現存
     (薬       2) 平26. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27102,4209,9 スワロー薬局　照波園〒874-0031 0977-66-5595株式会社キッセイ　代平島　あおい 平20.10. 1 薬局
     別薬209 店 別府市照波園町２２０５－５ 常　勤:    3表取締役社長　高橋　 新規 現存
     (薬       3)勉 平26.10. 1



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

病床数
／

診療科名

電話番号
／

勤務医数

                 コード内容別医療機関一覧表［大分県］

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

  27202,4210,7 にっこり調剤薬局 〒874-0000 0977-75-7252佐登　光 佐登　光 平20.12. 1 薬局
     別薬210 別府市南石垣１５１８番地６４０常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平26.12. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27302,4213,1 サンアイ調剤薬局つる〒874-0838 0977-24-6573株式会社エムコムホー油布　香 平22. 6. 1 薬局
     別薬213 み店 別府市荘園６組４ 常　勤:    1ルディングス　代表取 所変 現存
     (薬       1)締役　三井所　嘉彦 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27402,4214,9 ヨシムラ薬局　鶴見病〒874-0910 0977-25-0070有限会社別府よしむら大隈　亮典 平22. 9. 1 薬局
     別薬214 院前店 別府市石垣西６丁目６－１６ 常　勤:    2　代表取締役　大隈　 新規 現存
     (薬       2)亮典 平28. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27502,4215,6 日本調剤鶴見薬局 〒874-0911 0977-73-5531日本調剤株式会社　代西山　史紋 平22.10. 1 薬局
     別薬215 別府市大字鶴見４３３３－３７ 常　勤:    4表取締役社長　三津原 新規 現存
     (薬       4)　博 平28.10. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27602,4217,2 藤島調剤薬局 〒874-0919 0977-22-3534藤島　憲一 藤島　憲一 平22.11. 1 薬局
     別薬217 別府市石垣東４丁目５の２ 常　勤:    1 所変 現存
     (薬       1) 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27702,4218,0 （有）のぞみ調剤薬局〒874-0840 0977-75-8626有限会社　のぞみ調剤白坂　崇雄 平23. 2. 1 薬局
     別薬218 　別府店 別府市大字鶴見４３９５番地１ 常　勤:    2薬局　代表取締役　淡 新規 現存
     (薬       2)路　英広 平29. 2. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27802,4219,8 有限会社ふくだ薬局 〒874-0942 0977-73-6030有限会社ふくだ薬局　福田　和子 平23. 4. 1 薬局
     別薬219 別府市千代町２番６号 常　勤:    2取締役　福田　和子 所変 現存
     (薬       2) 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27902,4221,4 株式会社アルファ薬局〒874-0910 0977-24-2643株式会社アルファ薬局一井　経彦 平23. 7. 1 薬局
     別薬221 別府市石垣西７丁目８番１５号 常　勤:    2　代表取締役　一井　 開変 現存
     (薬       2)経彦 平29. 7. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  28002,4222,2 ゆう調剤薬局　別府店〒874-0848 0977-76-5311株式会社　ソメヤ　代木原　美利 平24. 9. 1 薬局
     別薬222 別府市大畑町１－２ 常　勤:    2表取締役　染矢　博 新規 現存
     (薬       2) 平24. 9. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28102,4223,0 セスナ薬局千代町店 〒874-0942 0977-76-5665株式会社セスナ　代表野上　洋 平24. 9. 1 薬局
     別薬223 別府市千代町８２番１ 常　勤:    2取締役　野上　信二 新規 現存
     (薬       2) 平24. 9. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28202,4224,8 ファーマシー船小路 〒874-0922 0977-85-8514有限会社ファーマシー坂石　眞 平24.10. 1 薬局
     別薬224 別府市船小路町２－３３ 常　勤:    1　代表取締役　坂石　 新規 現存
     (薬       1)眞 平24.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28302,4225,5 ファン薬局　別府医療〒874-0011 0977-27-7811株式会社ファンメディ濱岡　進一 平24.12. 1 薬局
     別薬225 センター前 別府市内竈１６－２ 常　勤:    2カル　代表取締役　脇 新規 現存
     (薬       2)田　稔夫 平24.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28402,4226,3 ａｎ調剤薬局　やまな〒874-0839 0977-75-8931有限会社　環　代表取津田　さつき 平25. 1. 1 薬局
     別薬226 み店 別府市南立石２４１番１８ 常　勤:    1締役　津田　さつき 新規 現存
     (薬       1) 平25. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28502,4228,9 よしむら薬局 〒874-0944 0977-22-3715有限会社　別府よしむ大隈　吉輝 平25. 3. 1 薬局
     別薬228 別府市元町７－１ 常　勤:    2ら　代表取締役　大隈 所変 現存
     (薬       2)　亮典 平25. 3. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28602,4229,7 みうら薬局 〒874-0828 0977-21-7686株式会社　みうら薬局三浦　重喜 平25. 9. 1 薬局
     別薬229 別府市山の手町２０組１ 常　勤:    1　代表取締役　三浦　 組変 現存
     (薬       1)重喜 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  28702,4230,5 Ｂ―スポーツ薬局 〒874-0828 0977-26-6779株式会社　みうら薬局飯田　卓 平25. 9. 1 薬局
     別薬230 別府市山の手町１７組１ 常　勤:    1　代表取締役　三浦　 組変 現存
     (薬       1)重喜 平25. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28802,4231,3 ヨシムラ薬局　中部店〒874-0910 0977-84-7155有限会社　別府よしむ大隈　景子 平25.10. 1 薬局
     別薬231 別府市石垣西３丁目３－４５ 常　勤:    1ら　代表取締役　大隈 新規 現存
     (薬       1)　亮典 平25.10. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28902,4232,1 さとう調剤薬局　亀川〒874-0025 0977-76-9900有限会社　さとう調剤佐藤　弘幸 平26. 2. 1 薬局
     別薬232 店 別府市亀川四の湯町８－３３ 常　勤:    3薬局　代表取締役　佐 新規 現存
     (薬       3)藤　英隆 平26. 2. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29002,4233,9 ロイヤルグリーン薬局〒874-0840 0977-73-8002株式会社　ロイヤル薬山本　泰弘 平26. 4. 1 薬局
     別薬233 別府市大字鶴見３９４９番地の１常　勤:    2局　代表取締役　衛藤 新規 現存
     (薬       2)　将昭 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29102,4234,7 ひだまり薬局 〒874-0921 0977-84-7909有限会社　暘谷駅前薬鈴木　瞬 平26. 4. 1 薬局
     別薬234 別府市富士見町１番６号 常　勤:    1局　代表取締役　鈴木 新規 現存
     (薬       1)　勝 平26. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29202,4235,4 やまなみ薬局 〒874-0840 0977-76-5157株式会社　ケンリバー河野　健志 平26. 4. 1 薬局
     別薬235 別府市大字鶴見字下田井１３－９常　勤:    1　代表取締役　河野　 新規 現存
     (薬       1)健志 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29302,4236,2 こもれび薬局 〒874-0919 0977-76-5546有限会社　こがづる調小笠原　眞理 平26.11. 1 薬局
     別薬236 別府市石垣東３丁目５番２３号 常　勤:    1剤薬局　取締役　副　 新規 現存
     (薬       1)啓子 平26.11. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  29402,4237,0 あゆみ調剤薬局　扇山〒874-0849 0977-85-8603株式会社　エスケイエ原　由弥子 平27. 1. 1 薬局
     別薬237 店 別府市扇山３組－２ 常　勤:    1ス　代表取締役　園田 新規 現存
     (薬       1)　郁敏 平27. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29502,4238,8 タカサキ薬局別府店 〒874-0919 0977-76-9100株式会社エム・ティ・栗田　収 平27. 4. 1 薬局
     別薬238 別府市石垣東３丁目１番３５号 常　勤:    1プラニング　代表取締 新規 現存
     (薬       1)役　髙崎　政弘 平27. 4. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29602,4239,6 スワロー薬局 〒874-0919 0977-21-7699株式会社キッセイ　代平井　有希 平27. 8. 1 薬局
     別薬239 別府市石垣東１０丁目４番２３号常　勤:    1表取締役社長　高橋　 所変 現存
     (薬       1)勉 平27. 8. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29702,4241,2 あき調剤薬局　別府店〒874-0919 0977-76-5122株式会社薬苑棗　代表藤原　総司 平27.11. 1 薬局
     別薬241 別府市石垣東３丁目５番１５号 常　勤:    1取締役　藤原　俊夫 新規 現存
     (薬       1) 平27.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29802,4242,0 後藤薬局荘園店 〒874-0836 0977-23-0992有限会社後藤薬局　取後藤　潤子 平28. 2. 1 薬局
     別薬242 別府市東荘園町１丁目１組 常　勤:    1締役　後藤　隆 新規 現存
     (薬       1) 平28. 2. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29902,4243,8 ファン薬局　新別府病〒874-0840 0977-84-7983株式会社ファンメディ武石　郁子 平28. 5. 1 薬局
     別薬243 院前 別府市大字鶴見字五反４１４２番常　勤:    1カル　代表取締役　脇 新規 現存
     (薬       1)田　稔夫 平28. 5. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30002,4244,6 りんご薬局 〒874-0838 0977-75-8634紗流株式会社　代表取名倉　紗世 平28. 6. 1 薬局
     別薬244 別府市大字鶴見４５４８番地１９常　勤:    1締役　清原　紗世 新規 現存
     ４１ (薬       1) 平28. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  30102,4245,3 有限会社キムラ薬局　〒874-0920 0977-21-3633有限会社キムラ薬局　木村　登久美 平28. 7. 1 薬局
     別薬245 トキハ別府店 別府市北浜２丁目９番１号 常　勤:    2代表取締役　木村　實 新規 現存
     (薬       2) 平28. 7. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30202,4246,1 後藤薬局　楠町店 〒874-0943 0977-76-8370有限会社後藤薬局　取伊達　和秀 平29. 4. 1 薬局
     別薬246 別府市楠町１４－８ 常　勤:    2締役　後藤　隆 新規 現存
     (薬       2) 平29. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30302,4247,9 中央薬局 〒874-0936 0977-21-3776有限会社　大信興産　堀　祥子 平30. 1. 1 薬局
     別薬247 別府市中央町８－１９ 常　勤:    3代表取締役　堀　哲朗 所変 現存
     (薬       3) 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30402,4248,7 ワタナベ薬局上人店 〒874-0023 0977-75-6626株式会社ワタナベ　代江口　洋子 平30. 2. 1 薬局
     別薬248 別府市北石垣深町８５０－３ 常　勤:    1表取締役　渡辺　幹雄 新規 現存
     (薬       1) 平30. 2. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30502,4249,5 つるみ調剤薬局 〒874-0848 0977-76-6333株式会社ＴＥＡＭ　代今田屋　耕一郎 平30. 5. 1 薬局
     別薬249 別府市大畑２組の１飛鳥ビル１Ｆ常　勤:    1表取締役　今田屋　耕 新規 現存
     (薬       1)一郎 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30603,4035,6 （有）西野薬局 〒871-0041 0979(22)5586有限会社西野薬局　代西野　武 昭53.10. 1 薬局
     中薬35 中津市新博多町１７１１ 常　勤:    1表取締役　西野　武 組変 現存
     (薬       1) 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30703,4076,0 ふるた薬局中央町店 〒871-0024 0979-24-5810有限会社古田薬局　代古田　伊佐美 平10. 4. 1 薬局
     中薬76 中津市中央町２丁目５０１－３ 常　勤:    2表取締役　古田　聖二 新規 現存
     (薬       2) 平28. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30803,4079,4 株式会社グローバル薬〒871-0024 0979-24-7030株式会社グローバル薬水田　博彰 平11. 2. 1 薬局
     中薬79 局 中津市中央町９４１番地の４ 常　勤:    3局　代表取締役社長　 新規 現存
     (薬       3)酒井　浩一 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  30903,4080,2 薬局　オリーブⅡ 〒871-0027 0979-26-1411有限会社オリーブ薬局金澤　健二 平11. 4. 1 薬局
     中薬80 中津市上宮永１１１２－３ 常　勤:    2　代表取締役　河北　 新規 現存
     (薬       2)誠 平29. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31003,4082,8 有限会社やまと薬局 〒871-0027 0979-26-1516有限会社やまと薬局　大和　治美 平11. 7. 1 薬局
     中薬82 中津市大字上宮永３００番地－１常　勤:    2代表取締役　大和　裕 新規 現存
     １ (薬       2)武 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31103,4083,6 ワタナベ薬局中津店 〒871-0033 0979-22-6400株式会社ワタナベ　代奥永　満男 平11.11. 1 薬局
     中薬83 中津市大字島田字林崎４６２番の常　勤:    2表取締役　渡辺　幹雄 新規 現存
     １ (薬       2) 平29.11. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31203,4085,1 あさひ薬局有限会社 〒871-0024 0979-27-1310あさひ薬局有限会社　皆川　哲也 平12. 2. 1 薬局
     中薬85 中津市中央町１丁目１７０番地の常　勤:    4代表取締役　皆川　哲 新規 現存
     ３ (薬       4)也 平30. 2. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31303,4086,9 沖代薬局 〒871-0162 0979-27-0291有限会社臼杵薬局　代川口　智子 平12.11. 1 薬局
     中薬86 中津市大字永添３７５番４ 常　勤:    1表取締役　川口　純市 新規 現存
     (薬       1) 平24.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31403,4087,7 大貞薬局 〒871-0152 0979-27-6755有限会社臼杵薬局　代甲斐　美樹子 平13. 4. 1 薬局
     中薬87 中津市大字加来２２８３ー５１３常　勤:    3表取締役　川口　純市 新規 現存
     (薬       3) 平25. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31503,4091,9 有限会社白十字薬局 〒871-0034 0979-24-3800有限会社白十字薬局　加 　陽子 平13. 9. 1 薬局
     中薬91 中津市大字島田２１７ー１２ 常　勤:    1取締役　加 　賢一 開変 現存
     (薬       1) 平25. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  31603,4092,7 フロンティア薬局　中〒879-0112 0979-27-6705株式会社フロンティア小林　亮介 平14. 1. 1 薬局
     中薬92 津店 中津市大字福島字道竹１０５６ー常　勤:    1　代表取締役　重森　 開変 現存
     ２ (薬       1)裕之 平26. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31703,4093,5 ワタナベ薬局上宮永店〒871-0027 0979-26-0030株式会社ワタナベ　代小林　文香 平15. 8. 1 薬局
     中薬93 中津市大字上宮永字友ノ町９番５常　勤:    3表取締役　渡辺　幹雄 新規 現存
     (薬       3) 平27. 8. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31803,4095,0 有限会社　臼杵薬局　〒871-0058 0979-22-7275有限会社臼杵薬局　代西郡　敦 平16. 3. 1 薬局
     中薬95 豊田町支店 中津市豊田町１丁目７３８ 常　勤:    3表取締役　川口　純市 新規 現存
     (薬       3) 平28. 3. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31903,4097,6 ワタナベ薬局殿町店 〒871-0055 0979-26-0772株式会社ワタナベ　代志垣　彰彦 平16. 4. 1 薬局
     中薬97 中津市殿町１４２２番２ 常　勤:    2表取締役　渡辺　幹雄 新規 現存
     (薬       2) 平28. 4. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32003,4099,2 田薬局 〒871-0712 0979-62-2025辻田　重臣 辻田　重臣 昭62. 5. 1 薬局
     中薬99 中津市山国町守実１４の３ 常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32103,4101,6 田薬局支店 〒871-0434 0979-56-2373 田　マスミ 田　マスミ 平13. 2. 1 薬局
     中薬101 中津市耶馬溪町大字樋山路１５ー常　勤:    1 所変 現存
     １７ (薬       1) 平25. 2. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32203,4102,4 そうごう薬局　中津店〒871-0162 0979-23-7351総合メディカル株式会甲斐　千尋 平17. 9. 1 薬局
     中薬102 中津市大字永添５１２番地の２ 常　勤:    1社　代表取締役　坂本 新規 現存
     (薬       1)　賢治 平29. 9. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 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［大分県］

［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    44 頁

  32303,4103,2 さつき薬局 〒871-0011 0979-85-0833株式会社そうりん　代長野　安宗 平18.10. 1 薬局
     中薬103 中津市大字下池永字古附１７１－常　勤:    6表取締役　高尾　さと 新規 現存
     ２ (薬       6)み 平24.10. 1
     非常勤:   16
     (薬      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32403,4104,0 ふるた薬局池永店 〒871-0011 0979-23-5280有限会社古田薬局　代古田　旦子 平19. 1. 1 薬局
     中薬104 中津市大字下池永字下古附１６８常　勤:    2表取締役　古田　聖二 所変 現存
     －４ (薬       2) 平25. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32503,4105,7 ひまわり調剤薬局 〒871-0024 0979-26-1616株式会社博愛中井調剤橋本　晶子 平19. 3. 1 薬局
     中薬105 中津市中央町１丁目９番３５号 常　勤:    4薬局　代表取締役　渡 新規 現存
     (薬       4)部　和朗 平25. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32603,4106,5 調剤薬局石だたみ 〒871-0075 0979-22-1398有限会社　環　代表取矢頭　 史 平19. 5. 1 薬局
     中薬106 中津市寺町９８９番地２ 常　勤:    1締役　津田　さつき 新規 現存
     (薬       1) 平25. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32703,4108,1 ふるた薬局植野店 〒879-0103 0979-32-3518有限会社古田薬局　代古田　智子 平19.12. 1 薬局
     中薬108 中津市植野１０７－５ 常　勤:    2表取締役　古田　聖二 新規 現存
     (薬       2) 平25.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32803,4109,9 一丁目薬局 〒871-0024 0979-24-8810株式会社タイエイ　代堀　泰浩 平20. 1. 1 薬局
     中薬109 中津市中央町一丁目７３８番１ 常　勤:    1表取締役　北村　晃一 新規 現存
     (薬       1) 平26. 1. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32903,4110,7 すみれ調剤薬局 〒871-0058 0979-53-8887有限会社メディネット山田　麻美 平21. 2. 1 薬局
     中薬110 中津市豊田町６－４ 常　勤:    2　代表取締役　西畑　 新規 現存
     (薬       2)修司 平27. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33003,4111,5 イルカ薬局中津店 〒871-0007 0979-64-6508株式会社エム・ネット別府　伸一 平23. 7. 1 薬局
     中薬111 中津市大字蛎瀬字塩浜６００－１常　勤:    1　取締役　泉　裕治 新規 現存
     (薬       1) 平29. 7. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
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  33103,4113,1 ワタナベ薬局市民病院〒871-0011 0979-64-6600株式会社ワタナベ　代森　ちとせ 平24.11. 1 薬局
     中薬113 前店 中津市大字下池永１０６番地１１常　勤:    4表取締役　渡辺　幹雄 新規 現存
     (薬       4) 平24.11. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33203,4115,6 オリーブ薬局 〒871-0023 0979-26-0410有限会社オリーブ薬局河北　誠 平26. 1. 1 薬局
     中薬115 中津市湯屋２７３－３ 常　勤:    2　代表取締役　河北　 所変 現存
     (薬       2)誠 平26. 1. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33303,4116,4 ふるた薬局　宮夫店 〒871-0012 0979-22-0640有限会社　古田薬局　肱黒　恒志 平26. 4. 1 薬局
     中薬116 中津市宮夫１２－６ 常　勤:    5代表取締役　古田　聖 所変 現存
     (薬       5)二 平26. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33403,4117,2 ふるた薬局　丸山店 〒871-0047 0979-64-7373有限会社　古田薬局　古田　聖二 平26. 4. 1 薬局
     中薬117 中津市丸山町５０－１ 常　勤:    2代表取締役　古田　聖 新規 現存
     (薬       2)二 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33503,4118,0 ワタナベ薬局ミント中〒871-0030 0979-62-9300株式会社ワタナベ　代船越　陽子 平29. 6. 1 薬局
     中薬118 津店 中津市中殿町３－１２ 常　勤:    1表取締役　渡辺　幹雄 新規 現存
     (薬       1) 平29. 6. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33603,4119,8 森久桂花堂薬局 〒871-0055 0979-85-0258合資会社森久桂花堂　森久　成人 平29. 9.19 薬局
     中薬119 中津市殿町１４３２－４ 常　勤:    1代表社員　森久　成人 所変 現存
     (薬       1) 平29. 9.19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33703,4120,6 藤本調剤薬局　金手店〒871-0013 0979-53-9273有限会社藤本調剤薬局安長　朋子 平30. 2. 1 薬局
     中薬120 中津市大字金手１０番９ 常　勤:    1　代表取締役　藤本　 新規 現存
     (薬       1)清美 平30. 2. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33804,4012,3 合資会社岩里薬局 〒877-0045 0973(22)1800合資会社岩里薬局　代岩里　征宙 昭35. 9. 1 薬局
     日薬12 日田市亀山町２－２４ 常　勤:    2表社員　岩里　研一 新規 現存
     (薬       2) 平29. 9. 1
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  33904,4021,4 合資会社草野薬局 〒877-0005 0973-22-3212合資会社草野薬局　代草野　隆三 昭36. 8. 6 薬局
     日薬21 日田市豆田町１２－１ 常　勤:    1表社員　草野　隆三 新規 現存
     (薬       1) 平24. 8. 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34004,4062,8 有限会社松浦薬局 〒877-0013 0973-22-2863有限会社松浦薬局　代松浦　博子 昭57. 6.28 薬局
     日薬62 日田市元町１６－３ 常　勤:    2表取締役　松浦　典子 所変 現存
     (薬       2) 平30. 6.28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34104,4070,1 （有）きたご調剤薬局〒877-0015 0973-24-6301有限会社きたご調剤薬北郷　太門 平元. 3. 1 薬局
     日薬70 　中央店 日田市中央２丁目６番４０号 常　勤:    2局　代表取締役　北郷 組変 現存
     (薬       2)　太門 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34204,4072,7 株式会社喜久屋薬局三〒877-0016 0973-24-7551株式会社喜久屋薬局　高波　徹哉 平元. 8. 1 薬局
     日薬72 本松店 日田市三本松１丁目１１－９ 常　勤:    1代表取締役　権藤　慎 所変 現存
     (薬       1)一郎 平28. 8. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34304,4077,6 田薬局日田店 〒877-1232 0973-23-1348辻田　和生 辻田　和生 平 5. 9. 1 薬局
     日薬77 日田市清水町８２番地の１ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34404,4081,8 保険調剤楼蘭薬局 〒877-0052 0973(22)1100有限会社日田ヘルス＆小 　一行 平 6. 9. 1 薬局
     日薬81 日田市銭渕町３１－２ 常　勤:    1メディカルシステム　 所変 現存
     (薬       1)代表取締役　小 　一 平24. 9. 1
     非常勤:    1行
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34504,4082,6 （有）淡窓調剤薬局上〒877-0003 0973-23-7246有限会社淡窓調剤薬局園田　明子 平 7. 4. 1 薬局
     日薬82 城内店 日田市上城内町１番１２号 常　勤:    2　代表取締役　園田　 新規 現存
     (薬       2)修二 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34604,4084,2 （有）きたご調剤薬局〒877-0014 0973-24-7328有限会社きたご調剤薬小野　祐一 平 8. 3. 1 薬局
     日薬84 みずほ支店 日田市本町７番５号 常　勤:    1局　代表取締役　北郷 新規 現存
     (薬       1)　太門 平29. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  34704,4089,1 株式会社伊東薬局上野〒877-0062 0973-26-3021株式会社伊東薬局　代伊東　昭彦 平10. 7. 1 薬局
     日薬89 店 日田市上野町５９８－３ 常　勤:    3表取締役　伊東　昭彦 新規 現存
     (薬       3) 平28. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34804,4092,5 株式会社喜久屋薬局田〒877-0025 0973-27-6031株式会社喜久屋薬局　権藤　慎一郎 平10.11. 1 薬局
     日薬92 島店 日田市田島２丁目４ー６ 常　勤:    2代表取締役　権藤　慎 新規 現存
     (薬       2)一郎 平28.11. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34904,4094,1 有限会社きたご調剤薬〒877-0061 0973-27-6213有限会社きたご調剤薬和田　章子 平11.11. 1 薬局
     日薬94 局　いしい店 日田市大字石井字串川５９５－２常　勤:    2局　代表取締役　北郷 新規 現存
     ９ (薬       2)　太門 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35004,4100,6 楼蘭花月薬局 〒877-1233 0973-27-5077有限会社日田ヘルス＆小 　眞理子 平12.11. 1 薬局
     日薬100 日田市大字三和９２９ー２ 常　勤:    1メディカルシステム　 新規 現存
     (薬       1)代表取締役　小 　一 平24.11. 1
     行
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35104,4101,4 三栄薬局　咸宜店 〒877-0012 0973-27-5105有限会社三栄　代表取八谷　雄輔 平12.12. 1 薬局
     日薬101 日田市淡窓２丁目２ー２３ 常　勤:    1締役　三松　成子 新規 現存
     (薬       1) 平24.12. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35204,4102,2 株式会社喜久屋薬局玉〒877-0071 0973-27-5400株式会社喜久屋薬局　髙波　裕子 平12.12. 1 薬局
     日薬102 川店 日田市大字十二町５９８ー１ 常　勤:    3代表取締役　権藤　慎 新規 現存
     (薬       3)一郎 平24.12. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35304,4104,8 ヤング薬局 〒877-0071 0973-22-4641伊東　昭彦 伊東　昭彦 平13. 1. 1 薬局
     日薬104 日田市新治町４７７ー８ 常　勤:    2 開変 現存
     (薬       2) 平25. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35404,4105,5 （有）きたご調剤薬局〒877-0015 0973-22-2775（有）きたご調剤薬局佐々木　由美子 平15. 5. 1 薬局
     日薬105 　ときわ店 日田市中央１丁目７－９ 常　勤:    2　代表取締役　北郷　 所変 現存
     (薬       2)太門 平27. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35504,4106,3 天ケ瀬薬局 〒879-4203 0973-57-2471樋口　巧 樋口　巧 昭52. 6. 1 薬局
     日薬106 日田市天瀬町湯山１８６－２ 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平28. 6. 1
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  35604,4108,9 株式会社喜久屋薬局津〒877-0301 0973-54-4012株式会社喜久屋薬局　壁村　久 平10. 4. 1 薬局
     日薬108 江店 日田市中津江村大字栃野２９７０常　勤:    1代表取締役　権藤　慎 新規 現存
     －１２ (薬       1)一郎 平28. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35704,4109,7 （有）きたご調剤薬局〒877-0023 0973-26-0708有限会社きたご調剤薬中野　雄介 平17. 4. 1 薬局
     日薬109 たしま店 日田市田島４９８－１２番地 常　勤:    1局　代表取締役　北郷 新規 現存
     (薬       1)　太門 平29. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35804,4110,5 有限会社　朝倉薬局　〒877-0000 0973-22-5868有限会社　朝倉薬局　石井　研次 平17.12. 1 薬局
     日薬110 三和店 日田市大字三和字郡町３９－８ 常　勤:    2代表取締役　朝倉　恕 新規 現存
     (薬       2)雄 平29.12. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35904,4111,3 有限会社　朝倉薬局三〒877-0016 0973-26-0323有限会社朝倉薬局　代石井　直人 平19. 7. 1 薬局
     日薬111 本松店 日田市三本松１丁目２４２－９ 常　勤:    4表取締役　朝倉　恕雄 所変 現存
     (薬       4) 平25. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36004,4112,1 （有）淡窓調剤薬局 〒877-0012 0973-22-8941有限会社淡窓調剤薬局齊藤　孝 平19.12. 1 薬局
     日薬112 日田市淡窓一丁目２番５２の１号常　勤:    2　代表取締役　園田　 新規 現存
     (薬       2)修二 平25.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36104,4117,0 株式会社伊東薬局　日〒877-0000 0973-23-5910株式会社伊東薬局　代長尾　恭子 平20. 8. 1 薬局
     日薬117 ノ出町店 日田市大字渡里２２番地の１ 常　勤:    2表取締役　伊東　昭彦 新規 現存
     (薬       2) 平26. 8. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36204,4118,8 株式会社喜久屋薬局大〒877-0201 0973-52-3124株式会社喜久屋薬局　野村　紀子 平22. 9. 1 薬局
     日薬118 山店 日田市大山町西大山９０５－１ 常　勤:    2代表取締役　権藤　慎 所変 現存
     (薬       2)一郎 平28. 9. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36304,4119,6 日本調剤日田薬局 〒877-1232 0973-25-5316日本調剤株式会社　代杉本　優子 平23. 4. 1 薬局
     日薬119 日田市大字三和６６３－６ 常　勤:    3表取締役社長　三津原 新規 現存
     (薬       3)　博 平29. 4. 1
     非常勤:   21
     (薬      21)
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  36404,4120,4 あやめ薬局 〒877-0000 0973-28-5547有限会社　日田薬剤師平田　大輔 平23. 4. 1 薬局
     日薬120 日田市大字三和６５９番地３ 常　勤:    2会　会営薬局　代表取 新規 現存
     (薬       2)締役　小 　一行 平29. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36504,4121,2 やまと薬局 〒877-0044 0973-28-5785株式会社　淡水　代表財津　広樹 平23. 7. 1 薬局
     日薬121 日田市隈２丁目２－７ 常　勤:    2取締役　北郷　太門 新規 現存
     (薬       2) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36604,4122,0 そうごう薬局日田豆田〒877-0005 0973-25-5611総合メディカル株式会柳井　亮太 平24. 2. 1 薬局
     日薬122 町店 日田市豆田町５番２４号 常　勤:    1社　代表取締役　坂本 新規 現存
     (薬       1)　賢治 平30. 2. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36704,4123,8 株式会社喜久屋薬局つ〒877-0081 0973-25-5025株式会社喜久屋薬局　池村　博一 平26. 9. 1 薬局
     日薬123 きくま店 日田市大字渡里１１５１－７ 常　勤:    2代表取締役　権藤　慎 新規 現存
     (薬       2)一郎 平26. 9. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36804,4124,6 オリーブ薬局 〒877-0081 0973-27-5006株式会社　祥　代表取中牟田　紳司 平26.12. 1 薬局
     日薬124 日田市大字渡里１０３９番地１ 常　勤:    1締役　中牟田　紳司 開変 現存
     (薬       1) 平26.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36904,4125,3 みどり薬局 〒877-0044 0973-28-5182株式会社淡水　代表取村上　緑 平27.11. 1 薬局
     日薬125 日田市隈二丁目１番３５号 常　勤:    1締役　北郷　太門 新規 現存
     (薬       1) 平27.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37004,4126,1 株式会社大賀薬局　三〒877-0016 0973-23-3021株式会社大賀薬局　代寺園　純子 平28. 8. 1 薬局
     日薬126 本松店 日田市三本松２丁目７－４ 常　勤:    1表取締役　大賀　崇浩 新規 現存
     (薬       1) 平28. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37104,4127,9 すみれ薬局 〒877-0061 0973-24-5656黒川　一哉 黒川　一哉 平28. 8. 1 薬局
     日薬127 日田市石井町２丁目５７２－８ 常　勤:    1 開変 現存
     (薬       1) 平28. 8. 1
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  37204,4128,7 わかみや薬局 〒877-0024 0973-28-6280株式会社隆成堂　代表國澤　広之 平29. 1.16 薬局
     日薬128 日田市南元町２５９－２ 常　勤:    1取締役　古閑　雄作 新規 現存
     (薬       1) 平29. 1.16
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37304,4129,5 日田調剤薬局三本松 〒877-0016 0973-24-6208有限会社　三ツ丸薬品大久保　征雄 平29. 7. 1 薬局
     日薬129 日田市三本松一丁目４－２８ 常　勤:    1　代表取締役　大久保 その他 現存
     (薬       1)　征雄 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37404,4130,3 あふれる薬局 〒877-0037 0973-28-5733有限会社みついき薬局三井所　尊正 平29. 8. 1 薬局
     日薬130 日田市大字竹田３９５－４ 常　勤:    2　代表取締役　満生　 新規 現存
     (薬       2)清士 平29. 8. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37504,4131,1 有限会社　朝倉薬局　〒877-1234 0973-24-6660有限会社　朝倉薬局　諌本　資子 平29. 9.19 薬局
     日薬131 天神店 日田市大字三和７３－５ 常　勤:    1代表取締役　朝倉　恕 その他 現存
     (薬       1)雄 平29. 9.19
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37604,4132,9 有限会社朝倉薬局　上〒877-0003 0973-24-6423有限会社朝倉薬局　代朝倉　恕雄 平30. 3. 5 薬局
     日薬132 城内店 日田市上城内町３９７－７ 常　勤:    1表取締役　朝倉　恕雄 所変 現存
     (薬       1) 平30. 3. 5
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37704,4133,7 岩里薬局三隈店 〒877-0052 0973-22-1700合資会社岩里薬局　代松岡　真美代 平30. 4. 1 薬局
     日薬133 日田市大字髙瀬字銭渕１６－２，常　勤:    1表社員　岩里　研一 新規 現存
     １６－１１，１６－１３ (薬       1) 平30. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37805,4018,7 株式会社　府高薬局 〒876-0832 0972-22-0682株式会社　府高薬局　府髙　直己 昭50. 3. 1 薬局
     佐薬18 佐伯市船頭町２番３６号（１班２常　勤:    1代表者　府髙　直己 新規 現存
     ５４） (薬       1) 平29. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37905,4028,6 （有）宮明薬局 〒876-0831 0972-22-0668有限会社宮明薬局　代宮明　弥寿子 昭57.10. 1 薬局
     佐薬28 佐伯市大手町３丁目４番２号 常　勤:    4表取締役　宮明　邦夫 新規 現存
     (薬       4) 平24.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  38005,4045,0 有限会社佐伯調剤薬局〒876-0857 0972-22-9789有限会社佐伯調剤薬局本庄　弘史 平 3. 8. 1 薬局
     佐薬45 佐伯市常盤西町１０番１５号 常　勤:    2　代表取締役　御手洗 新規 現存
     (薬       2)　豊 平24. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38105,4054,2 有限会社中村調剤薬局〒876-0853 0972-23-3780有限会社　中村調剤薬田中　健一郎 平 9. 5. 1 薬局
     佐薬54 佐伯市中村東町９番３６号 常　勤:    2局　代表取締役　田中 所変 現存
     (薬       2)　仁一 平30. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38205,4059,1 南佐調剤薬局中央店 〒876-0844 0972-24-2125有限会社南佐調剤薬局御手洗　里菜 平 9. 8. 1 薬局
     佐薬59 佐伯市向島２丁目１９－１４ 常　勤:    4　代表取締役　御手洗 新規 現存
     (薬       4)　彰信 平24. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38305,4061,7 女島調剤薬局 〒876-0823 0972-22-0009株式会社下川薬局　代赤嶺　貴子 平10.11. 1 薬局
     佐薬61 佐伯市大字女島６８７３番地の１常　勤:    1表取締役　下川　要二 新規 現存
     (薬       1) 平28.11. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38405,4064,1 有限会社上岡調剤薬局〒876-0045 0972-20-3388有限会社上岡調剤薬局脇田　佳幸 平11. 4. 1 薬局
     佐薬64 佐伯市上岡木戸ノ瀬１２５８－４常　勤:    1　代表取締役　脇田　 新規 現存
     (薬       1)佳幸 平29. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38505,4065,8 中の島調剤薬局 〒876-0843 0972-22-0551株式会社　下川薬局　仲山　伊也 平11. 7. 1 薬局
     佐薬65 佐伯市中の島１丁目２番２８号 常　勤:    2代表取締役　下川　要 新規 現存
     (薬       2)二 平29. 7. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38605,4066,6 夢見堂薬局　西谷店 〒876-0836 0972-20-5050（有）夢見堂薬局　代大津留　多加代 平11.11. 1 薬局
     佐薬66 佐伯市西谷町２番１７号 常　勤:    1表取締役　大津留　多 新規 現存
     (薬       1)加代 平29.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  38705,4069,0 東中の島調剤薬局 〒876-0843 0972-20-3311株式会社下川薬局　代安部　憲廣 平12. 6. 1 薬局
     佐薬69 佐伯市中の島３丁目２番１号 常　勤:    2表取締役　下川　要二 新規 現存
     (薬       2) 平30. 6. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38805,4070,8 駅前調剤薬局 〒876-0803 0972-23-0145有限会社田中薬局　代小嶋　祐一郎 平12. 6. 1 薬局
     佐薬70 佐伯市駅前２丁目５番１０号 常　勤:    1表取締役　小嶋　祐一 新規 現存
     (薬       1)郎 平30. 6. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38905,4073,2 トキワ町調剤薬局 〒876-0857 0972-22-9141有限会社佐伯調剤薬局益永　紀子 平12.10. 1 薬局
     佐薬73 佐伯市常盤西町１０ー１９ 常　勤:    1　脇田　佳幸 新規 現存
     (薬       1) 平24.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39005,4075,7 しもかわ調剤薬局 〒876-0835 0972-25-1800株式会社下川薬局　代肥川　智武 平13. 7. 1 薬局
     佐薬75 佐伯市鶴岡町１丁目１０番２２号常　勤:    4表取締役　下川　要二 新規 現存
     (薬       4) 平25. 7. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39105,4076,5 ほじん薬局　佐伯店 〒876-0823 0972-20-3131有限会社輔仁薬局　代紀　雅之 平13.11. 1 薬局
     佐薬76 佐伯市女島区７２７２番地の１ 常　勤:    2表取締役　副　守尋 新規 現存
     (薬       2) 平25.11. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39205,4077,3 タカサキ薬局　佐伯店〒876-0037 0972-22-8556株式会社エム・ティ・舞島　亜由美 平14. 9. 1 薬局
     佐薬77 佐伯市大字長谷７７２８番地の１常　勤:    1プラニング　代表取締 新規 現存
     (薬       1)役　髙崎　政弘 平26. 9. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39305,4081,5 輔仁薬局　弥生店 〒876-0125 0972-25-3822有限会社　輔仁薬局　河野　恭子 平15.11. 1 薬局
     佐薬81 佐伯市弥生大字江良１０５８番１常　勤:    1代表取締役　副　守尋 新規 現存
     (薬       1) 平27.11. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  39405,4082,3 かまえ調剤薬局 〒876-2401 0972-42-5801株式会社　下川薬局　近藤　浩規 平17. 7. 1 薬局
     佐薬82 佐伯市蒲江大字蒲江浦字中村２１常　勤:    2代表取締役　下川　要 新規 現存
     ７３番地 (薬       2)二 平29. 7. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39505,4084,9 佐伯センター調剤 〒876-0853 0972-22-8001株式会社下川薬局　代渡邉　昌佑 平19. 1. 1 薬局
     佐薬84 佐伯市中村東町２番１号１０２ 常　勤:    2表取締役　下川　要二 新規 現存
     (薬       2) 平25. 1. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39605,4085,6 ゆう調剤薬局　佐伯店〒876-0813 0972-24-1480株式会社ソメヤ　代表栁井　英里 平19.10. 1 薬局
     佐薬85 佐伯市長島町２丁目２１番１０号常　勤:    3取締役　染矢　博 所変 現存
     (薬       3) 平25.10. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39705,4087,2 蛇崎調剤薬局 〒876-0025 0972-28-7855株式会社下川薬局　代森竹　啓幸 平20. 7. 1 薬局
     佐薬87 佐伯市池田１９３８番地１ 常　勤:    1表取締役　下川　要二 新規 現存
     (薬       1) 平26. 7. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39805,4089,8 クレイン調剤薬局 〒876-0047 0972-20-3500株式会社ケンミン　代後藤　徹 平21. 4. 1 薬局
     佐薬89 佐伯市鶴岡西町２丁目２６７番地常　勤:    5表取締役社長　橋本　 新規 現存
     (薬       5)修 平27. 4. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39905,4092,2 しろやま調剤薬局 〒876-0847 0972-28-5115株式会社　下川薬局　工藤　千里 平21. 5. 1 薬局
     佐薬92 佐伯市城下西町７００番 常　勤:    1代表取締役　下川　要 新規 現存
     (薬       1)二 平27. 5. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40005,4093,0 下川薬局長島店 〒876-0813 0972-28-5301株式会社下川薬局　代賀来　義徳 平23. 4. 1 薬局
     佐薬93 佐伯市長島町４丁目１番６号 常　勤:    1表取締役　下川　要二 新規 現存
     (薬       1) 平29. 4. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  40105,4094,8 ファン薬局　長門記念〒876-0835 0972-23-6181（株）ファンメディカ長谷川　勝 平23. 9. 1 薬局
     佐薬94 病院前 佐伯市鶴岡町１丁目２００７番７常　勤:    3ル　代表取締役　脇田 新規 現存
     (薬       3)　稔夫 平29. 9. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40205,4095,5 ゆう調剤薬局佐伯コス〒876-0047 0972-28-7521株式会社ソメヤ　代表古代　晃士 平24. 3. 1 薬局
     佐薬95 モ店 佐伯市鶴岡西町２丁目２１６番 常　勤:    3取締役　染矢　博 新規 現存
     (薬       3) 平30. 3. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40305,4096,3 東町調剤薬局 〒876-0814 0972-28-7033株式会社くすりのセイ宮田　喜仁 平24.11. 1 薬局
     佐薬96 佐伯市東町１２２５１番２ 常　勤:    1ユー堂　代表取締役　 開変 現存
     (薬       1)青木　清一郎 平24.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40405,4097,1 渡町台調剤薬局 〒876-0813 0972-28-7052株式会社くすりのセイ元谷　豊冶 平24.11. 1 薬局
     佐薬97 佐伯市長島町２丁目１３３番地の常　勤:    2ユー堂　代表取締役　 開変 現存
     ２ (薬       2)青木　清一郎 平24.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40505,4098,9 みつばち薬局 〒876-0835 0972-24-3281有限会社上岡調剤薬局東　豊浩 平26. 3. 1 薬局
     佐薬98 佐伯市鶴岡町１丁目２番３３ 常　勤:    2　代表取締役　脇田　 新規 現存
     (薬       2)佳幸 平26. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40605,4099,7 もみじ薬局 〒876-0843 0972-28-6738有限会社　直方メディ浦中　浩光 平28. 2. 1 薬局
     佐薬99 佐伯市中の島一丁目１４番２３号常　勤:    2カルサービス　代表取 新規 現存
     (薬       2)締役　水口　敏生 平28. 2. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40706,4019,3 永冨調剤薬局臼杵店 〒875-0041 0972-62-3262株式会社永冨調剤薬局西尾　祐司 昭62. 7. 1 薬局
     臼薬19 臼杵市大字臼杵字浜２－１０７－常　勤:    1　代表取締役　永冨　 新規 現存
     ７５１ (薬       1)茂 平29. 7. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40806,4020,1 有限会社遠藤薬局 〒875-0023 0972-62-3522有限会社遠藤薬局　代遠藤　晃五郎 平元.12. 1 薬局
     臼薬20 臼杵市大字江無田２５６の３ 常　勤:    2表取締役　遠藤　晃五 組変 現存
     (薬       2)郎 平28.12. 1
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  40906,4022,7 永冨調剤薬局市浜店 〒875-0052 0972-62-2213株式会社永冨調剤薬局手島　敬子 平 4. 3. 1 薬局
     臼薬22 臼杵市大字市浜６７０番１ 常　勤:    1　代表取締役　永冨　 新規 現存
     (薬       1)茂 平28. 3. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41006,4025,0 （有）萬里薬局城北店〒875-0041 0972-62-5303有限会社萬里薬局　代高橋　典子 平 7. 2. 1 薬局
     臼薬25 臼杵市大字臼杵字洲崎７５－１１常　勤:    1表取締役　石井　孝憲 新規 現存
     ０ (薬       1) 平28. 2. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41106,4026,8 峯薬局 〒875-0052 0972-63-4020峯　裕之 峯　裕之 平 8. 7. 1 薬局
     臼薬26 臼杵市大字市浜字堂尻１１４８－常　勤:    2 所変 現存
     ６ (薬       2) 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41206,4029,2 （有）萬里薬局 〒875-0041 0972-62-3006有限会社　萬里薬局　河野　敦子 平10. 1. 1 薬局
     臼薬29 臼杵市大字臼杵６２３番地の２ 常　勤:    1代表取締役　石井　孝 所変 現存
     (薬       1)憲 平28. 1. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41306,4031,8 （有）新星薬局 〒875-0041 0972-64-0515有限会社新星薬局　取正國　光洋 平10. 4. 1 薬局
     臼薬31 臼杵市大字臼杵２９１番地の１ 常　勤:    1締役　正國　光洋 新規 現存
     (薬       1) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41406,4033,4 （有）かんだ薬局田町〒875-0041 0972-64-0500有限会社かんだ薬局　神田　宏憲 平10. 4. 1 薬局
     臼薬33 店 臼杵市大字臼杵字田町３０７番地常　勤:    3代表取締役　神田　宏 新規 現存
     (薬       3)憲 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41506,4034,2 （有）萬里薬局洲崎店〒875-0041 0972-64-0138有限会社萬里薬局　代神田　秀一郎 平10. 9. 1 薬局
     臼薬34 臼杵市大字臼杵２の１０７の７１常　勤:    2表取締役　石井　孝憲 新規 現存
     ７ (薬       2) 平28. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41606,4037,5 そうごう薬局臼杵コス〒875-0023 0972-63-8701総合メディカル株式会久保田　瑞世 平15.11. 1 薬局
     臼薬37 モス店 臼杵市大字江無田１１０９－１ 常　勤:    1社　代表取締役　坂本 新規 現存
     (薬       1)　賢治 平27.11. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41706,4038,3 さくら薬局 〒875-0041 0972-63-8739峯　光徳 峯　光徳 平16. 4. 1 薬局
     臼薬38 臼杵市 園西１組 常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平28. 4. 1
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  41806,4039,1 （有）友松薬局野津店〒875-0201 0974-32-2899有限会社友松薬局　代堀田　克行 平10. 5. 1 薬局
     臼薬39 臼杵市野津町大字野津市北町１２常　勤:    2表取締役　友松　茂喜 新規 現存
     ２－１ (薬       2) 平28. 5. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41906,4040,9 赤嶺薬局 〒875-0201 0974-32-7617赤嶺　佳子 赤嶺　佳子 平12. 2. 1 薬局
     臼薬40 臼杵市野津町大字野津市１６４番常　勤:    1 所変 現存
     地の１ (薬       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42006,4041,7 かめや薬局 〒875-0041 0972-62-2308久保田　修太郎 久保田　修太郎 平20. 8. 1 薬局
     臼薬41 臼杵市掛町２組 常　勤:    2 所変 現存
     (薬       2) 平26. 8. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42106,4042,5 森町薬局　臼杵店 〒875-0042 0972-63-8128株式会社　丸恵　代表田中　豪 平22. 6. 1 薬局
     臼薬42 臼杵市大字海添４２番地の５ 常　勤:    1取締役　松尾　恒幸 開変 現存
     (薬       1) 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42206,4043,3 有限会社　オカハチ薬〒875-0041 0972-62-8844有限会社オカハチ薬局吉田　敬 平28. 5. 2 薬局
     臼薬43 局 臼杵市大字臼杵字浜１６４番地の常　勤:    2　取締役　吉田　敬 所変 現存
     ７ (薬       2) 平28. 5. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42306,4044,1 ゆう調剤薬局　臼杵店〒875-0023 0972-64-0039株式会社ソメヤ　代表田村　智也 平29. 2. 1 薬局
     臼薬44 臼杵市大字江無田字椚ヶ迫１５３常　勤:    3取締役　染矢　博 新規 現存
     ８番６ (薬       3) 平29. 2. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42407,4017,5 ローズ薬局 〒879-2436 0972-82-8194有限会社　ローズ薬局桂原　史代 平10. 8. 1 薬局
     津薬17 津久見市上宮本町２２番１０号 常　勤:    1　代表取締役　池邊　 新規 現存
     (薬       1)裕介 平28. 8. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42507,4021,7 長生堂薬局 〒879-2441 0972-82-5152有限会社長生堂薬局　岡本　秀文 平13. 5. 1 薬局
     津薬21 津久見市中央町８番２６号 常　勤:    3代表取締役　岡本　秀 所変 現存
     (薬       3)文 平25. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42607,4022,5 そうごう薬局津久見店〒879-2401 0972-82-0661総合メディカル株式会橘　周平 平17.10. 1 薬局
     津薬22 津久見市大字千怒６１２６番地の常　勤:    1社　代表取締役　坂本 新規 現存
     ２ (薬       1)　賢治 平29.10. 1
     非常勤:   10
     (薬      10)
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  42707,4023,3 かえで薬局 〒879-2435 0972-85-0103有限会社直方メディカ古谷　伸之助 平19.12. 1 薬局
     津薬23 津久見市宮本町１１３２番１ 常　勤:    1ルサービス　代表取締 新規 現存
     (薬       1)役　水口　敏生 平25.12. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42807,4025,8 そうごう薬局津久見港〒879-2442 0972-85-0381総合メディカル（株）長野　曲来 平23. 7. 1 薬局
     津薬25 町店 津久見市港町９－３中津留ビル１常　勤:    1　代表取締役　坂本　 新規 現存
     階 (薬       1)賢治 平29. 7. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42907,4027,4 イルカ薬局 〒879-2401 0972-83-5700株式会社ビジョンアン河野　宏彰 平27. 4. 1 薬局
     津薬27 津久見市千怒６０４５－１ 常　勤:    2ドワーク　代表取締役 開変 現存
     (薬       2)　幸　徹 平27. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43007,4028,2 ファン薬局　日代店 〒879-2682 0972-85-3725株式会社　ファンメデ池田　大樹 平29.11. 1 薬局
     津薬28 津久見市大字網代９５－２５ 常　勤:    1ィカル　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1) 田　稔夫 平29.11. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43108,4023,1 有限会社三和薬局 〒878-0011 0974-63-2577有限会社三和薬局　代森　浩一 平 7. 1. 1 薬局
     竹薬23 竹田市大字会々２３２９番地 常　勤:    1表取締役　森　浩一 所変 現存
     (薬       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43208,4024,9 （有）竹田調剤薬局会〒878-0011 0974-63-1193有限会社竹田調剤薬局塩月　厚信 平10. 6. 1 薬局
     竹薬24 々店 竹田市大字会々字平３３１３－１常　勤:    1　代表取締役　村田　 新規 現存
     ０ (薬       1)憲夫 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43308,4025,6 竹田医師会病院前薬局〒878-0025 0974-64-9088有限会社山田薬局　取山田　純弥 平14. 3. 1 薬局
     竹薬25 竹田市大字拝田原字上津留４４９常　勤:    2締役　山田　佐与子 新規 現存
     番１１ (薬       2) 平26. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43408,4029,8 ヒマワリ調剤薬局 〒878-0204 0974-64-7888有限会社メイフローラ濱﨑　正 平14.11. 1 薬局
     竹薬29 竹田市久住町大字栢木６０３０－常　勤:    2　代表取締役　濱﨑　 新規 現存
     ３ (薬       2)正 平26.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  43508,4031,4 上角調剤薬局 〒878-0013 0974-63-0103有限会社河野調剤　代河野　慶吾 平18. 9. 1 薬局
     竹薬31 竹田市大字竹田字立小野７５５番常　勤:    1表取締役社長　河野　 新規 現存
     地 (薬       1)哲治 平24. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43608,4032,2 ときは橋調剤薬局 〒878-0024 0974-63-0125有限会社河野調剤　代吉光　宏将 平19. 5. 1 薬局
     竹薬32 竹田市大字玉来６２０－１ 常　勤:    1表取締役社長　河野　 新規 現存
     (薬       1)哲治 平25. 5. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43708,4033,0 有限会社　竹田調剤薬〒878-0013 0974-63-2838有限会社　竹田調剤薬高橋　正彦 平21. 9. 1 薬局
     竹薬33 局 竹田市大字竹田１８９６－２ 常　勤:    2局　代表取締役　村田 所変 現存
     (薬       2)　憲夫 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43808,4034,8 ファン薬局長湯店 〒878-0402 0974-75-3366株式会社　ファンメデ身深　晃一 平28.12. 1 薬局
     竹薬34 竹田市直入町大字長湯７９８２番常　勤:    1ィカル　代表取締役　 開変 現存
     地９ (薬       1) 田　稔夫 平28.12. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43909,4012,2 有限会社エンドル・ウ〒879-0628 0978-22-2168有限会社エンドル・ウ宮崎　慶子 昭63. 1. 1 薬局
     豊薬12 エガキ薬局 豊後高田市新町９５４番地 常　勤:    1エガキ薬局　代表取締 新規 現存
     (薬       1)役　宮崎　雅英 平30. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44009,4015,5 ウエガキ調剤薬局 〒879-0617 0978-22-2682有限会社エンドル・ウ柴田　丈浩 平 4. 7. 1 薬局
     豊薬15 豊後高田市浜町６６８番地の５ 常　勤:    2エガキ薬局　代表取締 新規 現存
     (薬       2)役　宮﨑　雅英 平28. 7. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44109,4017,1 たかだ調剤薬局 〒879-0617 0978-22-3568株式会社たかだ調剤薬永石　潤 平 8. 7. 1 薬局
     豊薬17 豊後高田市本町１２３７－１ 常　勤:    8局　代表取締役　酒井 新規 現存
     (薬       8)　浩一 平29. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  44209,4018,9 ウエガキ調剤薬局玉津〒879-0606 0978-23-0950有限会社エンドル・ウ常光　いつこ 平13. 3. 1 薬局
     豊薬18 支店 豊後高田市玉津１３０８番地１号常　勤:    2エガキ薬局　代表取締 新規 現存
     (薬       2)役　宮﨑　雅英 平25. 3. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44309,4020,5 有限会社　友松薬局　〒872-1101 0978-53-5668有限会社友松薬局　代内村　智行 平 6. 5. 1 薬局
     豊薬20 真玉店 豊後高田市中真玉２１３５番地２常　勤:    2表取締役　友松　茂喜 新規 現存
     (薬       2) 平30. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44409,4021,3 はあとふる薬局 〒879-0608 0978-24-0045株式会社ピーズカンパ梶村　哲也 平19.11. 1 薬局
     豊薬21 豊後高田市呉崎字新町１５９３番常　勤:    1ニー　代表取締役　木 新規 現存
     ２ (薬       1)下　幸治 平25.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44509,4022,1 ワタナベ薬局　高田店〒879-0615 0978-25-5955株式会社ワタナベ　代山本　剛暖 平26. 6. 1 薬局
     豊薬22 豊後高田市大字界３７２－３ 常　勤:    3表取締役　渡辺　幹雄 新規 現存
     (薬       3) 平26. 6. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44609,4023,9 たかだ調剤薬局　香々〒872-1207 0978-25-6677株式会社　たかだ調剤是永　裕司 平28. 3. 1 薬局
     豊薬23 地店 豊後高田市見目３９３０番地１ 常　勤:    1薬局　代表取締役　酒 新規 現存
     (薬       1)井　浩一 平28. 3. 1
     非常勤:    8
     (薬       8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44710,4027,8 （有）永松薬局 〒873-0002 0978-62-2137有限会社永松薬局　代永松　恵子 平 7. 1. 1 薬局
     杵薬27 杵築市大字南杵築字大手内１９４常　勤:    1表取締役　永松　恵子 組変 現存
     ７－４ (薬       1) 平28. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44810,4031,0 （有）城山調剤薬局　〒873-0001 0978-63-1795有限会社城山調剤薬局馬場　貴子 平13.11. 1 薬局
     杵薬31 北浜支店 杵築市大字杵築６６５－７５０ 常　勤:    3　代表取締役　酒井　 所変 現存
     (薬       3)浩一 平25.11. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  44910,4032,8 （有）永松薬局　大内〒873-0006 0978-66-1370（有）永松薬局　代表永松　恵美子 平14. 4. 1 薬局
     杵薬32 店 杵築市大字大内字塩浜７６９６番常　勤:    1取締役　永松　恵子 新規 現存
     地３ (薬       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45010,4036,9 梅田薬局 〒879-1307 0977-75-1009梅田　宜宏 梅田　滋子 平10. 7. 1 薬局
     杵薬36 杵築市山香町大字野原１７６９－常　勤:    2 開変 現存
     ７ (薬       2) 平28. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45110,4037,7 山香町立病院前薬局 〒879-1307 0977-75-0321株式会社アウラ　代表山田　雄一 平13. 6. 1 薬局
     杵薬37 杵築市山香町大字野原字舟木１６常　勤:    1取締役　友松　茂喜 新規 現存
     ４１ (薬       1) 平25. 6. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45210,4038,5 たていし調剤薬局 〒879-1302 0977-28-6800株式会社　たかだ調剤副島　誠三 平16. 4. 1 薬局
     杵薬38 杵築市山香町大字立石１２６３－常　勤:    1薬局　代表取締役　酒 新規 現存
     １１ (薬       1)井　浩一 平28. 4. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45310,4039,3 ワタナベ薬局　山香店〒879-1307 0977-28-5757株式会社ワタナベ　代田口　智康 平13. 5. 1 薬局
     杵薬39 杵築市山香町大字野原１６４３－常　勤:    3表取締役　渡辺　幹雄 新規 現存
     ２番地 (薬       3) 平25. 5. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45410,4040,1 城山調剤薬局　中央支〒873-0001 0978-63-3788有限会社　城山調剤薬酒井　えみ 平17.12. 1 薬局
     杵薬40 店 杵築市大字杵築６６５－７８６ 常　勤:    3局　代表取締役　酒井 新規 現存
     (薬       3)　浩一 平29.12. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45510,4041,9 さとう調剤薬局杵築店〒873-0002 0978-69-7373有限会社さとう調剤薬阿部　浩一 平20. 3. 1 薬局
     杵薬41 杵築市南杵築字魚町７－１１ 常　勤:    2局　代表取締役　佐藤 新規 現存
     (薬       2)　英隆 平26. 3. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  45610,4043,5 のぞみ調剤薬局 〒873-0001 0978-66-4113株式会社のぞみ調剤薬東　沙耶 平21. 2. 1 薬局
     杵薬43 杵築市杵築１２０－４ 常　勤:    3局　代表取締役　園田 所変 現存
     (薬       3)　郁敏 平27. 2. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45710,4044,3 ジェイ・エイ薬局 〒873-0006 0978-63-2855株式会社ＪＡいこいの後藤　淳子 平22. 5. 1 薬局
     杵薬44 杵築市大字大内７７０７－２ 常　勤:    3村　代表取締役社長　 新規 現存
     (薬       3)小春　稔 平28. 5. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45810,4045,0 セイユー堂薬局　杵築〒873-0001 0978-66-1213株式会社　くすりのセ川村　正包 平25.11. 1 薬局
     杵薬45 店 杵築市大字杵築北浜６６５－７３常　勤:    2イユー堂　代表取締役 開変 現存
     ７ (薬       2)　青木　清一郎 平25.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45911,4017,7 有限会社　熊仁寿堂薬〒879-0304 0978-32-0324有限会社　熊仁寿堂薬熊　みどり 昭49. 3. 1 薬局
     宇佐薬17 局 宇佐市大字尾永井２９３ 常　勤:    1局　代表者　熊　順治 新規 現存
     (薬       1) 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46011,4034,2 （有）さとう薬局 〒872-0032 0978-38-6582有限会社さとう薬局　今戸　英夫 平 7. 3. 1 薬局
     宇佐薬34 宇佐市大字江須賀４０４０番地の常　勤:    5代表取締役　佐藤　憲 新規 現存
     ７ (薬       5)三郎 平28. 3. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46111,4039,1 （有）友松薬局山本店〒879-0467 0978-32-2420有限会社友松薬局　代西峯　秀夫 平 8. 4. 1 薬局
     宇佐薬39 宇佐市大字山本字百枝１６６１の常　勤:    2表取締役　友松　茂喜 新規 現存
     ７ (薬       2) 平29. 4. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46211,4043,3 （有）友松薬局　糸口〒879-0316 0978-33-2220有限会社友松薬局　代友松　由季子 平 9. 9. 1 薬局
     宇佐薬43 店 宇佐市大字下時枝５６８－３ 常　勤:    2表取締役　友松　茂喜 新規 現存
     (薬       2) 平24. 9. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46311,4046,6 有限会社　熊仁寿堂熊〒879-0305 0978-33-2949有限会社　熊仁寿堂薬熊　佐代子 平11. 7. 1 薬局
     宇佐薬46 薬局 宇佐市大字上高家１３９０－１ 常　勤:    1局　代表取締役　熊　 新規 現存
     (薬       1)順治 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  46411,4047,4 ウエガキ調剤薬局南敷〒879-0231 0978-34-1150有限会社　エンドル・浦野　明 平11. 7. 1 薬局
     宇佐薬47 田支店 宇佐市南敷田７１４番地１号 常　勤:    2ウエガキ薬局　代表取 新規 現存
     (薬       2)締役　宮﨑　雅英 平29. 7. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46511,4048,2 ワタナベ薬局　本店 〒879-0471 0978-33-0005株式会社ワタナベ　代清祐　輝 平11.11. 1 薬局
     宇佐薬48 宇佐市大字四日市１４４４－４ 常　勤:    1表取締役　渡辺　幹雄 新規 現存
     (薬       1) 平29.11. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46611,4049,0 ワタナベ薬局　四日市〒879-0471 0978-33-1113株式会社ワタナベ　代小林　聡子 平11.11. 1 薬局
     宇佐薬49 店 宇佐市大字四日市字瓦塚１０－６常　勤:    4表取締役　渡辺　幹雄 新規 現存
     (薬       4) 平29.11. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46711,4050,8 ワタナベ薬局　豊川店〒879-0463 0978-33-2800株式会社ワタナベ　代辛島　誠子 平11.11. 1 薬局
     宇佐薬50 宇佐市中原３４０－６ 常　勤:    3表取締役　渡辺　幹雄 新規 現存
     (薬       3) 平29.11. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46811,4051,6 ワタナベ薬局　 原店〒879-0443 0978-33-0020株式会社ワタナベ　代福光　博敏 平11.11. 1 薬局
     宇佐薬51 宇佐市大字 原字津房７８０－４常　勤:    3表取締役　渡辺　幹雄 新規 現存
     (薬       3) 平29.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46911,4053,2 ワタナベ薬局　神宮店〒872-0102 0978-37-0210株式会社ワタナベ　代西田　健一 平12. 4. 1 薬局
     宇佐薬53 宇佐市大字南宇佐７６６－８ 常　勤:    2表取締役　渡辺　幹雄 新規 現存
     (薬       2) 平30. 4. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47011,4054,0 有限会社　友松薬局　〒872-0032 0978-38-2344有限会社友松薬局　代大波多　順一郎 平13. 4. 1 薬局
     宇佐薬54 柳ケ浦店 宇佐市大字江須賀１９５１ー５ 常　勤:    3表取締役　友松　茂喜 新規 現存
     (薬       3) 平25. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  47111,4055,7 サザン薬局　宇佐店 〒879-0443 0978-34-6789有限会社サザン薬局　塔筋　智之 平13. 8. 1 薬局
     宇佐薬55 宇佐市大字葛原７７４ー３ 常　勤:    1代表取締役　塔筋　智 新規 現存
     (薬       1)之 平25. 8. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47211,4056,5 ワタナベ薬局　宇佐駅〒879-1131 0978-37-3334株式会社ワタナベ　代栗谷　佳代 平14. 9. 1 薬局
     宇佐薬56 前店 宇佐市大字出光１６０－８ 常　勤:    2表取締役　渡辺　幹雄 新規 現存
     (薬       2) 平26. 9. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47311,4057,3 有限会社　あおば調剤〒879-0315 0978-33-5722有限会社　あおば調剤吉川　芳栄 平15.12. 1 薬局
     宇佐薬57 薬局 宇佐市大字上時枝１９６番１号 常　勤:    1薬局　代表取締役　名 新規 現存
     (薬       1)倉　万壽夫 平27.12. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47411,4059,9 ワタナベ薬局法鏡寺店〒879-0454 0978-33-0023株式会社ワタナベ　代西野　祐介 平16. 7.20 薬局
     宇佐薬59 宇佐市大字法鏡寺８０－１ 常　勤:    5表取締役　渡辺　幹雄 その他 現存
     (薬       5) 平28. 7.20
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47511,4060,7 宇佐調剤薬局 〒879-1135 0978-37-2588有限会社エンドル・ウ菅原　生実 平17. 1. 1 薬局
     宇佐薬60 宇佐市大字和気１６９番地３号 常　勤:    1エガキ薬局　代表取締 新規 現存
     (薬       1)役　宮﨑　雅英 平29. 1. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47611,4061,5 有限会社永安堂　永石〒872-0521 0978-44-0267有限会社永安堂薬局　永石　壽治 昭54. 7.31 薬局
     宇佐薬61 薬局 宇佐市安心院町下毛２０６２－２常　勤:    1取締役　永石　壽治 所変 現存
     (薬       1) 平24. 7.31
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47711,4065,6 （有）院内町薬局 〒872-0331 0978-34-3836有限会社　院内町薬局小澤　大三 平15.11. 1 薬局
     宇佐薬65 宇佐市院内町大副４８３－１ 常　勤:    1　代表取締役　小澤　 新規 現存
     (薬       1)大三 平27.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  47811,4066,4 ワタナベ薬局　中央店〒879-0471 0978-34-0222株式会社　ワタナベ　大石　惠美子 平17. 4. 1 薬局
     宇佐薬66 宇佐市大字四日市字鬼枝７６番２常　勤:    2代表取締役　渡辺　幹 新規 現存
     (薬       2)雄 平29. 4. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47911,4067,2 ワタナベ薬局宇佐店 〒872-0103 0978-34-7575株式会社ワタナベ　代有吉　明美 平17. 6. 1 薬局
     宇佐薬67 宇佐市大字北宇佐字前田１６２１常　勤:    1表取締役　渡辺　幹雄 新規 現存
     番地５ (薬       1) 平29. 6. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48011,4068,0 有限会社　広瀬薬局 〒872-0521 0978(44)0021有限会社　広瀬薬局　広瀬　公彦 平17.10. 1 薬局
     宇佐薬68 宇佐市安心院町下毛字五反田２０常　勤:    2代表取締役　広瀬　公 所変 現存
     ７１－６ (薬       2)彦 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48111,4069,8 ふたば薬局 〒872-0521 0978-44-0028株式会社こころ　代表池山　尚子 平22. 4. 1 薬局
     宇佐薬69 宇佐市安心院町下毛２０１７－１常　勤:    1取締役　池山　祥子 新規 現存
     (薬       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48211,4071,4 のぞみ薬局 〒872-0507 0978-44-0111株式会社のぞみメディ石松　晃一 平24. 1. 1 薬局
     宇佐薬71 宇佐市安心院町木裳字西光寺３８常　勤:    1カル　代表取締役　内 開変 現存
     ８－１ (薬       1)田　晶久 平30. 1. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48311,4072,2 ワタナベ薬局南宇佐店〒872-0102 0978-34-7700株式会社ワタナベ　代末弘　信子 平25. 4. 1 薬局
     宇佐薬72 宇佐市大字南宇佐字椎ノ宮６３５常　勤:    1表取締役　渡辺　幹雄 新規 現存
     番３ (薬       1) 平25. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48411,4073,0 ワタナベ薬局　上田店〒879-0453 0978-25-5510株式会社ワタナベ　代江藤　ゆう子 平26. 4. 1 薬局
     宇佐薬73 宇佐市大字上田１７０－２１ 常　勤:    2表取締役　渡辺　幹雄 新規 現存
     (薬       2) 平26. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48511,4074,8 辛島調剤薬局 〒879-0456 0978-34-0099株式会社博愛中井調剤深見　恵美 平29. 1. 1 薬局
     宇佐薬74 宇佐市辛島２９番地の２ 常　勤:    1薬局　代表取締役　渡 新規 現存
     (薬       1)部　和朗 平29. 1. 1
     非常勤:    5
     (薬       5)
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  48611,4076,3 ふたば薬局　中央店 〒872-0521 0978-44-2380株式会社こころ　代表小野本　千穂 平29. 6. 1 薬局
     宇佐薬76 宇佐市安心院町下毛字香田２２０常　勤:    1取締役　池山　祥子 新規 現存
     ９－２ (薬       1) 平29. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48711,4077,1 幸薬局 〒872-0507 0978-44-0522有限会社たかはし薬局髙橋　和秀 平29.10. 1 薬局
     宇佐薬77 宇佐市安心院町木裳２３７－２ 常　勤:    1　代表取締役　髙橋　 開変 現存
     (薬       1)敬惠 平29.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48811,4078,9 ワタナベ薬局芝原店 〒879-0453 0978-32-7150株式会社ワタナベ　代奈良　信幸 平29.11. 1 薬局
     宇佐薬78 宇佐市大字上田８２－３ 常　勤:    1表取締役　渡辺　幹雄 新規 現存
     (薬       1) 平29.11. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48911,4079,7 ワタナベ薬局　本町店〒879-0471 0978-32-7667株式会社ワタナベ　代中間　美香 平30. 5. 1 薬局
     宇佐薬79 宇佐市大字四日市１５２－２ 常　勤:    1表取締役　渡辺　幹雄 開変 現存
     (薬       1) 平30. 5. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49012,4001,9 犬飼薬局 〒879-7301 097-578-1101有限会社さとう薬局　佐藤　光洋 昭60.12. 1 薬局
     大野薬1 豊後大野市犬飼町犬飼７４の１ 常　勤:    1代表取締役　佐藤　光 新規 現存
     (薬       1)洋 平27.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49112,4003,5 いづみ調剤薬局 〒879-7141 0974-22-5663有限会社はたの恒至堂平林　修平 平 2.11. 1 薬局
     大野薬3 豊後大野市三重町秋葉字寺後１０常　勤:    1　代表取締役　秦野　 新規 現存
     ０１の３ (薬       1)恭義 平29.11. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49212,4005,0 有限会社やの薬局 〒879-7131 0974-22-4116有限会社やの薬局　代矢野　ことみ 平 5. 6. 1 薬局
     大野薬5 豊後大野市三重町市場９３１番地常　勤:    1表取締役　矢野　憲一 組変 現存
     １ (薬       1) 平29. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  49312,4007,6 あそう調剤薬局高砂店〒879-7131 0974-22-7810有限会社パルマコン　麻生　広志 平10. 2. 1 薬局
     大野薬7 豊後大野市三重町市場１３５の１常　勤:    1代表取締役　麻生　広 組変 現存
     (薬       1)志 平28. 2. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49412,4008,4 三重調剤薬局 〒879-7104 0974-24-9005有限会社三重調剤薬局谷川　有衣 平10. 6. 1 薬局
     大野薬8 豊後大野市三重町大字小坂４１１常　勤:    2　代表取締役　谷川　 新規 現存
     ０－３６ (薬       2)徳昭 平28. 6. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49512,4009,2 三重調剤薬局内田店 〒879-7125 0974-24-9060有限会社三重調剤薬局池永　美由紀 平10. 9. 1 薬局
     大野薬9 豊後大野市三重町大字内田９９９常　勤:    1　代表取締役　谷川　 新規 現存
     －１ (薬       1)徳昭 平28. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49612,4010,0 （有）首藤薬局緒方店〒879-6643 0979-24-9400有限会社首藤薬局　代首藤　則男 平10.10. 1 薬局
     大野薬10 豊後大野市緒方町下自在１５６－常　勤:    1表取締役　首藤　則男 新規 現存
     ７ (薬       1) 平28.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49712,4014,2 日本調剤　緒方町薬局〒879-6601 0974-24-4571日本調剤株式会社　代津田　泰知 平16. 4. 1 薬局
     大野薬14 豊後大野市緒方町馬場３０４－１常　勤:    1表取締役社長　三津原 新規 現存
     (薬       1)　博 平28. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49812,4015,9 有限会社おおの調剤薬〒879-6601 0974-24-4610有限会社おおの調剤薬衛藤　英治 平16. 4. 1 薬局
     大野薬15 局おがた店 豊後大野市緒方町馬場３０６番地常　勤:    3局　代表取締役　赤嶺 新規 現存
     の１ (薬       3)　佳子 平28. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49912,4018,3 わかば薬局 〒879-7111 0974-26-4033株式会社そうりん　代染矢　有香 平16. 9. 1 薬局
     大野薬18 豊後大野市三重町赤嶺字深田１５常　勤:    2表取締役　高尾　さと 新規 現存
     ７１番地 (薬       2)み 平28. 9. 1
     非常勤:   18
     (薬      18)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  50012,4019,1 みどり調剤薬局 〒879-7131 0974-22-8355株式会社　博愛中井調世良　裕孝 平16.10. 1 薬局
     大野薬19 豊後大野市三重町大字市場字高市常　勤:    2剤薬局　代表取締役　 新規 現存
     ２０７番１ (薬       2)渡部　和朗 平28.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50112,4020,9 （有）首藤薬局犬飼店〒879-7305 097-578-5277（有）首藤薬局　代表首藤　昌宏 平17. 5. 1 薬局
     大野薬20 豊後大野市犬飼町田原１１０５－常　勤:    2取締役　首藤　則男 新規 現存
     １－５ (薬       2) 平29. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50212,4021,7 （有）緒方薬局 〒879-6601 0974-42-2273有限会社　緒方薬局　羽田野　雅文 平17. 5. 1 薬局
     大野薬21 豊後大野市緒方町馬場２１番地１常　勤:    2取締役　羽田野　雅文 所変 現存
     ０ (薬       2) 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50312,4022,5 ふるさと薬局 〒879-6441 0974-24-5400有限会社はらから　代前原　理佳 平18. 4. 1 薬局
     大野薬22 豊後大野市大野町田中２番地１０常　勤:    2表取締役　前原　理佳 所変 現存
     (薬       2) 平30. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50412,4023,3 あそう調剤薬局　赤嶺〒879-7111 0974-22-6300有限会社パルマコン　神田　有子 平18. 6. 1 薬局
     大野薬23 店 豊後大野市三重町赤嶺１１６４番常　勤:    1代表取締役　麻生　広 新規 現存
     地７４ (薬       1)志 平30. 6. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50512,4024,1 さくら薬局 〒879-6441 0974-24-5100有限会社ＹＨＹ　代表山本　宏美 平19.10. 1 薬局
     大野薬24 豊後大野市大野町田中２６６－２常　勤:    1取締役　山本　宏美 新規 現存
     (薬       1) 平25.10. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50612,4026,6 まえはら調剤薬局 〒879-6601 0974-42-3377有限会社はらから　代二ノ宮　綾子 平20. 1. 1 薬局
     大野薬26 豊後大野市緒方町馬場３２番地 常　勤:    3表取締役　前原　理佳 所変 現存
     (薬       3) 平26. 1. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  50712,4027,4 あそう調剤薬局小児科〒879-7111 0974-22-8900有限会社パルマコン　黒田　哲郎 平20. 4. 1 薬局
     大野薬27 まえ店 豊後大野市三重町赤嶺８６２番地常　勤:    1代表取締役　麻生　広 新規 現存
     １ (薬       1)志 平26. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50812,4028,2 けやき薬局 〒879-7104 0974-22-5170株式会社　そうりん　大塚　渚 平22. 9. 1 薬局
     大野薬28 豊後大野市三重町小坂４１０９－常　勤:    4代表取締役　高尾　さ 新規 現存
     ６７ (薬       4)とみ 平28. 9. 1
     非常勤:   16
     (薬      16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50912,4030,8 みつば薬局 〒879-7111 0974-22-0310株式会社　そうりん　内田　康博 平23. 4. 1 薬局
     大野薬30 豊後大野市三重町赤嶺１２５０－常　勤:    3代表取締役　高尾　さ 所変 現存
     ８ (薬       3)とみ 平29. 4. 1
     非常勤:   17
     (薬      17)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51012,4032,4 あそう調剤薬局　市場〒879-7131 0974-22-8771有限会社　パルマコン佐藤　圭輔 平24. 4. 1 薬局
     大野薬32 三区店 豊後大野市三重町市場１３０５番常　勤:    1　代表取締役　麻生　 新規 現存
     地 (薬       1)広志 平30. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51113,4004,1 赤松調剤薬局 〒879-5506 097-583-4688赤松　正子 赤松　政則 平 5. 2. 1 薬局
     由布薬4 由布市挾間町挾間字無田６２０－常　勤:    1 新規 現存
     １ (薬       1) 平29. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51213,4006,6 永冨調剤薬局　はさま〒879-5518 097-586-3781株式会社永冨調剤薬局小代　昌彦 平13. 6. 1 薬局
     由布薬6 店 由布市挾間町北方７５６番２ 常　勤:    1　代表取締役　永冨　 新規 現存
     (薬       1)茂 平25. 6. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51313,4007,4 杉原薬局　湯布院店 〒879-5102 0977-28-8866有限会社杉原薬局　代中﨑　崇 平14. 4. 1 薬局
     由布薬7 由布市湯布院町川上３０６１－９常　勤:    1表取締役　杉原　崇 新規 現存
     (薬       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  51413,4008,2 永冨調剤薬局　はさま〒879-5518 097-586-3216株式会社永冨調剤薬局岐津　沙耶香 平14. 8. 1 薬局
     由布薬8 ジャスコ前店 由布市挾間町北方字下角５３番地常　勤:    2　代表取締役　永冨　 新規 現存
     (薬       2)茂 平26. 8. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51513,4009,0 輔仁薬局　湯布院店 〒879-5103 0977-28-2157有限会社輔仁薬局　代田中　久俊 平14.10. 1 薬局
     由布薬9 由布市湯布院町川南字台３０５番常　勤:    1表取締役　副　守尋 新規 現存
     １ (薬       1) 平26.10. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51613,4010,8 九州調剤薬局　医大前〒879-5503 097-586-3120（株）エス・ケー・フ片岡　伸幸 平15. 4. 1 薬局
     由布薬10 店 由布市挾間町医大ケ丘３丁目１２常　勤:    4ァーマシー　代表取締 新規 現存
     ３３－２ (薬       4)役　志賀　達男 平27. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51713,4014,0 西庄内調剤薬局 〒879-5434 097-586-2181有限会社河野調剤　代濵田　遥 平19. 5. 1 薬局
     由布薬14 由布市庄内町庄内原字前８２８番常　勤:    1表取締役社長　河野　 新規 現存
     ３ (薬       1)哲治 平25. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51813,4016,5 まごころ調剤薬局　は〒879-5518 097-583-2066有限会社まごころ調剤髙山　英征 平19.10. 1 薬局
     由布薬16 さま店 由布市挾間町北方２１－１ 常　勤:    1薬局　代表取締役　副 新規 現存
     (薬       1)　守尋 平25.10. 1
     非常勤:   11
     (薬      11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51913,4018,1 一向堂薬局 〒879-5421 097-586-2335有限会社一向堂薬局　伊藤　佳子 平21. 1. 1 薬局
     由布薬18 由布市庄内町柿原２８１－１０ 常　勤:    1代表取締役　伊藤　敏 新規 現存
     (薬       1)明 平27. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52013,4019,9 ゆふ薬局 〒879-5102 0977-28-8002有限会社　河野調剤　田　久美 平22. 4. 1 薬局
     由布薬19 由布市湯布院町川上２９１５－１常　勤:    1代表取締役　河野　哲 新規 現存
     ４ (薬       1)治 平28. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  52113,4020,7 庄内調剤薬局 〒879-5413 097-586-2155有限会社河野調剤　代野上　良太 平23. 2.16 薬局
     由布薬20 由布市庄内町大龍２３５６－２ 常　勤:    1表取締役社長　河野　 所変 現存
     (薬       1)哲治 平29. 2.16
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52213,4022,3 みさと薬局　挾間店 〒879-5506 097-586-3444有限会社　みさと薬局北川　智子 平24. 6. 1 薬局
     由布薬22 由布市挾間町挾間２７０番地１ 常　勤:    1　取締役　副　啓子 新規 現存
     (薬       1) 平30. 6. 1
     非常勤:    7
     (薬       7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52313,4023,1 あい調剤薬局 〒879-5413 097-582-2305株式会社クレアス　代高嶋　純一郎 平26. 4. 1 薬局
     由布薬23 由布市庄内町大龍２１６８ 常　勤:    1表取締役　小野　整 新規 現存
     (薬       1) 平26. 4. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52413,4024,9 あき調剤薬局　湯布院〒879-5102 0977-84-7233株式会社薬苑あき　代藤原　拓司 平27. 5.11 薬局
     由布薬24 店 由布市湯布院町川上岩木ヤシキ２常　勤:    3表取締役　藤原　敬代 新規 現存
     ４０１番１ (薬       3) 平27. 5.11
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52513,4025,6 はさま調剤薬局 〒879-5502 097-586-3121株式会社　ブンゴヤ薬平田　智久 平27. 5. 1 薬局
     由布薬25 由布市挾間町向原３４０－２ 常　勤:    1局　代表取締役　荘司 開変 現存
     (薬       1)　一茂 平27. 5. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52613,4026,4 湯布院調剤薬局 〒879-5114 0977-84-7272株式会社若杉　代表取山本　亮 平27. 9. 1 薬局
     由布薬26 由布市湯布院町川北１１２３－４常　勤:    1締役　若杉　貴浩 新規 現存
     (薬       1) 平27. 9. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52713,4027,2 永井薬局 〒879-5102 0977-84-2045永井　和枝 永井　和枝 平28. 6.24 薬局
     由布薬27 由布市湯布院町川上３７３７ 常　勤:    2 開変 現存
     (薬       2) 平28. 6.24
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52814,4001,5 一井薬局 〒873-0202 0978-67-0028一井　伸彦 一井　伸彦 昭59. 8. 1 薬局
     国東薬1 国東市安岐町瀬戸田７１１番地３常　勤:    1 新規 現存
     (薬       1) 平29. 8. 1
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  52914,4003,1 有限会社モリミツ薬局〒873-0502 0978-72-1607有限会社モリミツ薬局森光　克明 平10.11. 1 薬局
     国東薬3 国東市国東町田深８４２－１ 常　勤:    1　代表取締役　森光　 組変 現存
     (薬       1)克明 平28.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53014,4005,6 コスモス薬局 〒873-0503 0978-73-0123株式会社丸恵　代表取上野　公大 平12. 4. 1 薬局
     国東薬5 国東市国東町鶴川１９７番地２ 常　勤:    2締役　松尾　恒幸 新規 現存
     (薬       2) 平30. 4. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53114,4006,4 れんげ草薬局 〒872-1612 0978-73-9555（有）のぞみ調剤薬局野尻　大輔 平14. 2. 1 薬局
     国東薬6 国東市国見町大熊毛字花開１８２常　勤:    2　代表取締役　淡路　 新規 現存
     －１ (薬       2)英広 平26. 2. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53214,4007,2 国東市民病院前薬局 〒873-0231 0978-64-7551株式会社そうりん　代佐野　拓郎 平15. 4. 1 薬局
     国東薬7 国東市安岐町下原字原口１４６６常　勤:    4表取締役　高尾　さと 新規 現存
     番地２ (薬       4)み 平27. 4. 1
     非常勤:   15
     (薬      15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53314,4008,0 ロ・セレーノ調剤薬局〒873-0511 0978-73-2101有限会社エム・エイチ大土　正満 平15. 9. 1 薬局
     国東薬8 国東市国東町小原２７２１－２ 常　勤:    2・エス　取締役　森光 所変 現存
     (薬       2)　克明 平27. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53414,4009,8 有限会社ハシモト薬局〒873-0212 0978-67-2621有限会社ハシモト薬局橋本　真由美 平15. 9.15 薬局
     国東薬9 国東市安岐町塩屋３０８番地の１常　勤:    2　取締役　橋本　真由 所変 現存
     (薬       2)美 平27. 9.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53514,4010,6 ゑびす家薬局 〒873-0643 0978-73-3530有限会社モリミツ薬局加藤　綾子 平15.11. 1 薬局
     国東薬10 国東市国東町富来浦１７８８－１常　勤:    1　代表取締役　森光　 所変 現存
     １ (薬       1)克明 平27.11. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53614,4011,4 （有）友松薬局伊美店〒872-1401 0978-82-0808有限会社友松薬局　代定行　秀実 平16. 4. 1 薬局
     国東薬11 国東市国見町伊美２７０２－２ 常　勤:    1表取締役　友松　茂喜 新規 現存
     (薬       1) 平28. 4. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  53714,4012,2 なのはな薬局 〒873-0412 0978-64-8220株式会社ピーズカンパ児玉　慎一 平16. 5. 1 薬局
     国東薬12 国東市武蔵町古市９０番の４ 常　勤:    2ニー　代表取締役　木 新規 現存
     (薬       2)下　幸治 平28. 5. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53814,4013,0 有限会社たかはし薬局〒873-0412 0978-68-0005有限会社たかはし薬局岩　明子 平18. 2. 1 薬局
     国東薬13 国東市武蔵町古市１１２－３ 常　勤:    1　代表取締役　髙橋　 組変 現存
     (薬       1)敬惠 平30. 2. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53914,4014,8 プラム薬局安岐店 〒873-0212 0978-66-7411有限会社　暘谷駅前薬鈴木　勝 平18. 4. 1 薬局
     国東薬14 国東市安岐町塩屋１１３－４ 常　勤:    1局　代表取締役　鈴木 新規 現存
     (薬       1)　勝 平30. 4. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54014,4016,3 あさがお薬局 〒873-0513 0978-73-0707有限会社暘谷駅前薬局関　晃行 平20. 7. 1 薬局
     国東薬16 国東市国東町綱井４４５－５ 常　勤:    1　代表取締役　鈴木　 新規 現存
     (薬       1)勝 平26. 7. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54114,4017,1 むさし調剤薬局 〒873-0421 0978-68-1317古城　晋一 古城　晋一 平22. 4. 1 薬局
     国東薬17 国東市武蔵町糸原２５４５番６ 常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平28. 4. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54214,4018,9 そうごう薬局　国東店〒873-0231 0978-64-7741総合メディカル株式会諸藤　敏彦 平25. 2. 1 薬局
     国東薬18 国東市安岐町下原１２９２ 常　勤:    1社　代表取締役　坂本 新規 現存
     (薬       1)　賢治 平25. 2. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54322,4005,9 有限会社中島商会　ナ〒879-1506 0977-72-2611有限会社中島商会　代中島　好江 昭54. 9. 1 薬局
     速薬5 カシマ薬局 速見郡日出町２９７２－１ 常　勤:    1表取締役　中島　洋 新規 現存
     (薬       1) 平24. 9. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54422,4010,9 小向薬局本店 〒879-1506 0977-72-2859有限会社ヘルスランド小向　三智代 平元. 6. 1 薬局
     速薬10 速見郡日出町２９９６番地２ 常　勤:    1小向　代表取締役　小 組変 現存
     (薬       1)向　正幸 平28. 6. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  54522,4011,7 永冨調剤薬局　日出店〒879-1507 0977-72-9727株式会社永冨調剤薬局堀　友理香 平 3. 7. 1 薬局
     速薬11 速見郡日出町豊岡辻間６１００－常　勤:    1　代表取締役　永冨　 新規 現存
     ４７３ (薬       1)茂 平24. 7. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54622,4013,3 小向調剤薬局 〒879-1505 0977-73-0602有限会社ヘルスランド小向　輝 平 5. 5. 1 薬局
     速薬13 速見郡日出町川崎３番地の２ 常　勤:    1小向　代表取締役　小 新規 現存
     (薬       1)向　正幸 平29. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54722,4014,1 つつみ薬局 〒879-1506 0977-72-7967有限会社つつみ薬品　堤　恵一 平 7. 5. 1 薬局
     速薬14 速見郡日出町字東堀３４１１－１常　勤:    1代表取締役　堤　恵一 所変 現存
     (薬       1) 平28. 5. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54822,4018,2 有限会社暘谷駅前薬局〒879-1506 0977-72-2351有限会社暘谷駅前薬局鈴木　則子 平11. 3. 1 薬局
     速薬18 速見郡日出町３１６６番地 常　勤:    3　代表取締役　鈴木　 新規 現存
     (薬       3)勝 平29. 3. 1
     非常勤:    4
     (薬       4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54922,4021,6 さとう調剤薬局 〒879-1506 0977-28-0086有限会社さとう調剤薬石橋　和子 平12.10. 1 薬局
     速薬21 速見郡日出町３８３４－１２ 常　勤:    1局　取締役　佐藤　英 新規 現存
     (薬       1)隆 平24.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55022,4024,0 タカサキ薬局　日出店〒879-1502 0977-72-1158株式会社フクオカ・ク立花　佑理 平15.12. 1 薬局
     速薬24 速見郡日出町３９０２－７ 常　勤:    1リニカル・ファーマシ 新規 現存
     (薬       1)ー　代表取締役　髙崎 平27.12. 1
     非常勤:    6　政弘
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55122,4025,7 日出調剤薬局 〒879-1506 0977-73-1203有限会社坂ノ市杉原調菊池　幸助 平16. 1. 1 薬局
     速薬25 速見郡日出町３８５２番地９ 常　勤:    1剤薬局　代表取締役　 新規 現存
     (薬       1)杉原　正剛 平28. 1. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55222,4027,3 有限会社さとう調剤薬〒879-1506 0977-28-0103有限会社さとう調剤薬河野　英文 平19. 7. 1 薬局
     速薬27 局　佐尾店 速見郡日出町３９０４－７ 常　勤:    1局　代表取締役　佐藤 新規 現存
     (薬       1)　英隆 平25. 7. 1
     非常勤:    3
     (薬       3)
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  55322,4028,1 あゆみ調剤薬局 〒879-1506 0977-28-0788株式会社エスケイエス笠置　ニ美代 平19.10. 1 薬局
     速薬28 速見郡日出町３８３９番地の６ 常　勤:    2　代表取締役　園田　 新規 現存
     (薬       2)郁敏 平25.10. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55422,4029,9 さざんか薬局 〒879-1505 0977-85-8830株式会社そうりん　代矢野　和子 平23. 9. 1 薬局
     速薬29 速見郡日出町川崎８３７－１ 常　勤:    2表取締役　高尾　さと 新規 現存
     (薬       2)み 平29. 9. 1
     非常勤:   20
     (薬      20)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55522,4030,7 ワタナベ薬局日出店 〒879-1505 0977-72-7178株式会社ワタナベ　代後藤　秀樹 平29. 9. 1 薬局
     速薬30 速見郡日出町大字川崎４９４１の常　勤:    1表取締役　渡辺　幹雄 新規 現存
     ８ (薬       1) 平29. 9. 1
     非常勤:    2
     (薬       2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55628,4014,8 青野薬局 〒879-4413 09737(2)0325青野　陽一 青野　和代 昭62.11. 1 薬局
     玖薬14 玖珠郡玖珠町塚脇３０４ 常　勤:    2 新規 現存
     (薬       2) 平29.11. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55728,4029,6 有限会社ここのえ薬局〒879-4723 0973-73-2525有限会社ここのえ薬局財津　文豪 平11.10. 1 薬局
     玖薬29 玖珠郡九重町大字町田５６４番地常　勤:    2　代表取締役　財津　 組変 現存
     の２ (薬       2)文豪 平29.10. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55828,4031,2 タマヤ薬局 〒879-4801 0973-77-6833有限会社タマヤ　代表大久保　裕二 平12. 2. 1 薬局
     玖薬31 玖珠郡九重町大字右田７２５番地常　勤:    1取締役　大久保　裕二 組変 現存
     の６ (薬       1) 平30. 2. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55928,4034,6 かすが薬局 〒879-4403 0973-72-4845株式会社かすが薬局　小野　哲郎 平18.12. 1 薬局
     玖薬34 玖珠郡玖珠町大字帆足２５８番地常　勤:    2代表取締役　小野　哲 新規 現存
     １２ (薬       2)郎 平24.12. 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56028,4035,3 くすりのケンミン　玖〒879-4413 0973-72-3879株式会社ケンミン　代帆足　明美 平22. 4. 1 薬局
     玖薬35 珠センター薬局 玖珠郡玖珠町大字塚脇字箱割１７常　勤:    1表取締役社長　橋本　 新規 現存
     １－１ (薬       1)修 平28. 4. 1
     非常勤:    6
     (薬       6)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56128,4036,1 みしま薬局 〒879-4404 0973-72-0918株式会社　淡水　代表村岡　文子 平22.10. 1 薬局
     玖薬36 玖珠郡玖珠町大字森９８７番地の常　勤:    2取締役　北郷　太門 新規 現存
     ３ (薬       2) 平28.10. 1
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  56228,4039,5 （有）シンエイ調剤薬〒879-4413 0973-73-9222有限会社シンエイ調剤古城　稔久 平26. 7. 1 薬局
     玖薬39 局 玖珠郡玖珠町大字塚脇４６１番地常　勤:    1薬局　代表取締役　池 所変 現存
     の３１ (薬       1)永　信 平26. 7. 1
     非常勤:    1
     (薬       1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56328,4040,3 やまだ薬局 〒879-4412 0973-72-7218株式会社　淡水　代表田代　幸恵 平26.12. 8 薬局
     玖薬40 玖珠郡玖珠町大字山田２２８８－常　勤:    2取締役　北郷　太門 その他 現存
     １ (薬       2) 平26.12. 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


