熊本市内の高度管理医療機器等販売業貸与業者名簿
業務種別 許可番号
名称
高度販売 1797 ドラッグコスモス横手店
高度販売 2112 本妙寺通りコンタクト
高度販売 1793 ドラッグコスモス花園店
高度販売貸与
1439 花園ファルマシア
高度販売貸与
1998 大学堂薬局 熊本駅前支店
高度販売貸与
2113 メガネのヨネザワ アミュプラザくまもと店
高度販売貸与
2108 帝人ヘルスケア（株） 九州第二支店
高度販売 2090 アインズ＆トルペ アミュプラザくまもと店
高度販売 2086 アイシティ アミュプラザくまもと
高度販売 1836 有限会社 松林堂薬局 田崎店
高度販売貸与
2071 ビックカメラ アミュプラザくまもと店
高度販売 2067 Tecc LIFE SELECT 熊本春日店
高度販売 1598 スーパーキッド熊本駅前店
高度販売貸与
1467 アディック熊本
高度販売貸与
1630 株式会社レイメイ藤井 熊本本店
高度販売貸与
1331 メガネのヨネザワ 上熊本店
高度販売 1281 さくら調剤薬局上熊本店
高度販売 2026 ドラッグストア マツモトキヨシ 上熊本駅通店
高度販売 1355 熊本日産自動車株式会社
高度販売 1347 ケンコウ堂薬局上熊本店
高度販売貸与
1329 メガネのヨネザワ 西廻りバイパス店
高度販売貸与
1515 有限会社城山薬局
高度販売 1821 ドラッグセガミ 熊本城山店
高度販売貸与
1391 株式会社城山渡辺コンタクト
高度販売 1794 ドラッグコスモス新土河原店
高度販売 1263 京町台コンタクト
高度販売 1414 とみお薬局
高度販売貸与
1208 有限会社智山
高度販売 2085 株式会社京プロジェクト
高度販売貸与
2084 しらつぼ薬局
高度販売貸与
1140 有限会社中九州みどり
高度販売貸与
1728 田崎調剤薬局
高度販売 1826 ぱる薬局 田崎店
高度販売貸与
1535 メガネのヨネザワ ゆめマート田崎店

所在地
熊本市西区横手三丁目6番38号
熊本市西区花園2丁目1-58
熊本市西区花園5丁目3-11
熊本市西区花園５丁目８－１２

開設者氏名
株式会社 コスモス薬品
有限会社山口メディカル
株式会社コスモス薬品
株式会社グリーンノット
熊本市西区春日2丁目1番24号グッドライフ熊本駅前2階 大森合資会社
熊本市西区春日3-15-26-5F
株式会社ヨネザワ
熊本市西区春日3-15-60
帝人ヘルスケア株式会社
熊本市西区春日3丁目15番26号アミュプラザくまもと4階 株式会社アインファーマシーズ

熊本市西区春日3丁目15番26号アミュプラザくまもと5F HOYA株式会社

熊本市西区春日7丁目21-8
熊本市西区春日三丁目15番60号
熊本市西区春日七丁目25-30
熊本市西区春日二丁目10-24
熊本市西区春日六丁目４番３２号
熊本市西区上熊本1-2-6
熊本市西区上熊本２－１５－２２
熊本市西区上熊本２丁目１２－２５
熊本市西区上熊本2丁目16-17
熊本市西区上熊本2丁目4番15号
熊本市西区上熊本３－１６－１７
熊本市西区上代1丁目２１－２１
熊本市西区上代七丁目２９番１７号
熊本市西区城山下代2丁目6番15号
熊本市西区城山下代３－２－１
熊本市西区新土河原1丁目9-3
熊本市西区池田1丁目１４番８０号
熊本市西区池田３丁目３７－１４
熊本市西区池田4丁目３２－４４
熊本市西区田崎１丁目3-76
熊本市西区田崎1丁目3番76号
熊本市西区田崎1丁目５－５７
熊本市西区田崎1丁目５番５７号
熊本市西区田崎2丁目5-34
熊本市西区田崎２丁目５番１号
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有限会社 松林堂
株式会社ビックカメラ
株式会社ヤマダデンキ
株式会社 アレス
有限会社九州管財
株式会社レイメイ藤井
株式会社ヨネザワ
アドバンス株式会社
株式会社マツモトキヨシ九州販売

熊本日産自動車株式会社
有限会社ケンコウ堂メデカル

株式会社ヨネザワ
有限会社城山薬局
株式会社ココカラファイン ヘルスケア

株式会社城山渡辺コンタクト

株式会社コスモス薬品
有限会社京町台コンタクト
株式会社ファーマダイワ
有限会社智山
株式会社京プロジェクト
有限会社ナナ薬局
有限会社中九州みどり
有限会社中九州みどり
株式会社 真英
株式会社ヨネザワ

令和３年（2021年）9月30日現在
有効期間
平成29年8月14日～令和5年8月13日
令和3年8月17日～令和9年8月16日
平成29年8月14日～令和5年8月13日
平成28年9月3日～令和4年9月2日
令和2年4月17日～令和8年4月16日
令和3年8月30日～令和9年8月29日
令和3年7月19日～令和9年7月18日
令和3年4月1日～令和9年3月31日
令和3年3月26日～令和9年3月25日
平成30年2月8日～令和6年2月7日
令和3年2月22日～令和9年2月21日
令和3年2月16日～令和9年2月15日
令和3年8月11日～令和9年8月10日
平成29年12月27日～令和5年12月26日
令和3年10月28日～令和9年10月27日
平成30年5月25日～令和6年5月24日
平成29年1月1日～令和4年12月31日
令和2年8月3日～令和8年8月2日
平成31年3月12日～令和7年3月11日
平成30年10月26日～令和6年10月25日
平成30年5月25日～令和6年5月24日
平成31年4月11日～令和7年4月10日
平成29年11月22日～令和5年11月21日
令和2年1月1日～令和7年12月31日
平成29年8月14日～令和5年8月13日
平成29年1月1日～令和4年12月31日
令和3年1月1日～令和8年12月31日
平成29年1月1日～令和4年12月31日
令和3年3月18日～令和9年3月17日
令和3年3月18日～令和9年3月17日
平成29年4月1日～令和5年3月31日
平成28年11月2日～令和4年11月1日
平成29年12月19日～令和5年12月18日
令和元年12月12日～令和7年12月11日

熊本市内の高度管理医療機器等販売業貸与業者名簿
業務種別 許可番号
名称
1893 株式会社大同リース
高度販売貸与
1591 キクチめがね イオンタウン田崎店
高度販売 1585 三気堂薬局 イオンタウン田崎店
高度販売 1787 株式会社ＫＡＷＡＲＹＯ九州
高度販売 1416 株式会社熊本有恒社
高度販売貸与
1545 ロッキー 島崎店
高度販売貸与
1225 そうごう薬局 島崎店
高度販売 1426 アイシティ 下通り
高度販売 1245 シモカワ薬局 下通店
高度販売 1886 ドン・キホーテ下通り店
高度販売貸与
1691 はくざん調剤薬局
高度販売貸与
1857 メガネのヨネザワ 下通店
高度販売 1556 中央コンタクト 熊本本店
高度販売貸与
1418 ミカサ薬局
高度販売 1945 サンシティ 熊本店
高度販売 1883 ココカラファイン 下通店
高度販売貸与
1842 株式会社九州リースサービス 熊本支店
高度販売貸与
1393 セコム株式会社 熊本統轄支社
高度販売貸与
1866 富士フイルムヘルスケアシステムズ株式会社 熊本サービスステーション
高度販売貸与
2088 富士フイルムヘルスケア株式会社 熊本営業所
高度販売貸与
1525 日立キャピタルＮＢＬ株式会社 九州地域営業本部 南九州支店
高度販売貸与
2014 ＮＴＴ・ＴＣリース株式会社 南九州支店
高度販売貸与
1186 総合メディカル株式会社熊本オフィス
高度販売貸与
2045 株式会社はかりや
高度販売 1783 ドラッグストアモリ 京町店
高度販売貸与
1567 株式会社ジャストウェルパートナーズ
高度販売貸与
1249 株式会社 いわしや窪田
高度販売 1596 シモカワ熊大前調剤薬局
高度販売 2008 一般財団法人 恵和会 保険薬局
高度販売貸与
1739 吉倉薬品株式会社
高度販売 1180 有限会社ベラドンナ開明堂薬局
高度販売貸与
1948 メディカル・ブレイン株式会社 熊本営業所
高度販売 1818 有限会社九品寺調剤薬局
高度販売貸与
1145 株式会社熊本診療協力社
高度販売貸与

所在地
熊本市西区田崎町484番地大同ビル6Ｆ

開設者氏名
株式会社大同リース
熊本市西区田崎町下寄380 イオンタウン田崎１Ｆ 株式会社 キクチ
熊本市西区田崎町字下寄380番地
有限会社 ＭＥＴ
株式会社ＫＡＷＡＲＹＯ九州
熊本市西区田崎本町10-4
熊本市西区島崎2丁目１４番２９号
株式会社熊本有恒社
熊本市西区島崎２丁目１６－３３
株式会社ロッキー
熊本市西区島崎２丁目７番２４号
総合メディカル株式会社
熊本市中央区安政町１－２３ 金井ビル
ＨＯＹＡ株式会社
熊本市中央区安政町１番２７号
株式会社下川薬局
熊本市中央区安政町５番２７号
株式会社ドン・キホーテ
株式会社タカヒロメディカル
熊本市中央区岡田町１３番２２号
熊本市中央区下通1-3-6
株式会社ヨネザワ
熊本市中央区下通１－５－１３
株式会社中央コンタクト
熊本市中央区下通1丁目６‐１３
有限会社三笠薬品商会
熊本市中央区下通2-2-28ﾜｼﾝﾄﾝ通りﾋﾞﾙ1F
株式会社O.S.one
株式会社ココカラファインヘルスケア
熊本市中央区下通一丁目6番28号
熊本市中央区花畑町11番18号ＮＣＢ熊本ビル4階 株式会社九州リースサービス
熊本市中央区花畑町１２番２８号 桜スクエア３階 セコム株式会社
熊本市中央区花畑町4-1 太陽生命熊本第2ビル5階

富士フイルムヘルスケアシステムズ株式会社

熊本市中央区花畑町4-1太陽生命熊本第２ビル５階 富士フイルムヘルスケア株式会社
熊本市中央区花畑町４－１太陽生命熊本第２ビル６階 日立キャピタルＮＢＬ株式会社

熊本市中央区花畑町4-1太陽生命熊本第2ビル7F ＮＴＴ・ＴＣリース株式会社
熊本市中央区花畑町４番７号朝日新聞第一生命ビル１１階

熊本市中央区魚屋町2丁目21番地
熊本市中央区京町2丁目14番7号
熊本市中央区琴平２丁目６－４６
熊本市中央区九品寺1丁目１６番６－２０１号
熊本市中央区九品寺1丁目18番15号
熊本市中央区九品寺1丁目19-9
熊本市中央区九品寺1丁目5-3熊本第2ビル 3Ｆ
熊本市中央区九品寺2丁目１－２４

総合メディカル株式会社
株式会社はかりや
株式会社ナチュラルホールディングス

株式会社ジャストウェルパートナーズ

株式会社 いわしや窪田
株式会社 下川薬局
一般財団法人恵和会
吉倉薬品株式会社
有限会社ベラドンナ

熊本市中央区九品寺3-17-19NiceﾏﾝｼｮﾝST九品寺802号 メディカル・ブレイン株式会社

熊本市中央区九品寺5丁目7番12号
熊本市中央区九品寺5丁目９－２
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有限会社九品寺調剤薬局
株式会社熊本診療協力社

令和３年（2021年）9月30日現在
有効期間
平成30年12月11日～令和6年12月10日
令和3年6月1日～令和9年5月31日
令和3年4月30日～令和9年4月29日
平成29年7月14日～令和5年7月13日
令和3年10月16日～令和9年10月15日
令和2年5月19日～令和8年5月18日
平成29年1月1日～令和4年12月31日
平成28年1月1日～令和3年12月31日
平成29年1月1日～令和4年12月31日
平成30年11月9日～令和6年11月8日
平成28年6月22日～令和4年6月21日
平成30年4月23日～令和6年4月22日
令和2年9月2日～令和8年9月1日
平成27年11月18日～令和3年11月17日
令和元年10月1日～令和7年9月30日
平成30年10月23日～令和6年10月22日
平成30年2月26日～令和6年2月25日
令和2年9月19日～令和8年9月18日
平成30年7月1日～令和6年6月30日
令和3年3月31日～令和9年3月30日
令和元年8月9日～令和7年8月8日
令和2年7月1日～令和8年6月30日
平成29年1月1日～令和4年12月31日
令和2年11月4日～令和8年11月3日
平成29年6月23日～令和5年6月22日
令和3年1月15日～令和9年1月14日
平成29年1月1日～令和4年12月31日
令和3年8月1日～令和9年7月31日
令和2年6月1日～令和8年5月31日
平成28年12月16日～令和4年12月15日
平成29年4月1日～令和5年3月31日
令和元年10月16日～令和7年10月15日
平成29年11月6日～令和5年11月5日
平成29年1月1日～令和4年12月31日

熊本市内の高度管理医療機器等販売業貸与業者名簿
業務種別 許可番号
名称
高度販売 1241 大和調剤薬局
高度販売貸与
1923 富田薬品株式会社 熊本支店
高度販売貸与
1892 富田薬品株式会社熊本支店（A＆S熊本）
高度販売 1370 科研製薬株式会社 西九州営業所
高度販売貸与
1503 くまもと西部薬局
高度販売 1291 国立前薬局
高度販売 1206 株式会社出田ふれあいセンター
高度販売 1183 有限会社出田眼科網膜研究所
高度販売 1182 有限会社オービス
高度販売貸与
1211 肥銀リース株式会社
高度販売 2046 イヅミ薬品販売株式会社 九州支店
高度販売 1496 スーパーキッド 熊本国府店
高度販売貸与
1447 株式会社きたじま商会
高度販売貸与
1564 みんなの薬局
高度販売 1508 シモカワ黒髪調剤薬局
高度販売貸与
1316 綜合警備保障株式会社熊本支社
高度販売貸与
1570 ALSOK熊本株式会社
高度販売貸与
1824 ＪＡ三井リース九州株式会社 熊本・南九州営業部
高度販売貸与
2103 富士通Japan株式会社 熊本支社
高度販売貸与
1406 株式会社ジェイ・シー・ティ熊本営業所
高度販売 2044 有限会社 細工町薬局
高度販売貸与
1961 PSP株式会社 熊本支店
高度販売 1929 中央コンタクト サクラマチ熊本店
高度販売 1931 ドラッグストア マツモトキヨシ サクラマチ熊本店
高度販売 1933 シモカワ薬局さくらまち店
高度販売 1936 Hersherサクラマチ熊本店
高度販売貸与
1482 株式会社 KSM企画
高度販売 1252 有限会社武藤コンタクトレンズ
高度販売貸与
1552 小幡調剤薬局
高度販売 1715 株式会社メニコン Ｍｉｒｕ+熊本下通店
高度販売 1310 中央コンタクト通町筋店
高度販売 1197 鶴屋百貨店薬品部
高度販売貸与
1276 株式会社トップ 熊本出張所
高度販売貸与
1311 ダイダン株式会社 熊本支店

所在地
熊本市中央区九品寺６丁目１番２５号
熊本市中央区九品寺６丁目２番３５号
熊本市中央区九品寺６丁目６番７５号
熊本市中央区九品寺二丁目１番２４号ﾍﾞｽﾄｱﾒﾆﾃｨ熊本九品寺ﾋﾞﾙ６階

熊本市中央区古城町１－２
熊本市中央区古城町２番１６号
熊本市中央区呉服町１－３５
熊本市中央区呉服町1丁目３５番地

開設者氏名
有限会社サザンメディカル
富田薬品株式会社
富田薬品株式会社
科研製薬株式会社
一般社団法人熊本市薬剤師会

株式会社ミユキメディカル
株式会社出田ふれあいセンター

有限会社出田眼科網膜研究所

熊本市中央区呉服町１丁目３５番地出田眼科病院内 有限会社オービス

熊本市中央区国府１丁目２０番１号
熊本市中央区国府3丁目27番20号 3F
熊本市中央区国府三丁目２８－３１
熊本市中央区国府本町１番２０号
熊本市中央区黒髪２丁目３１番２７号
熊本市中央区黒髪６丁目１３－３０

肥銀リース株式会社
イヅミ薬品販売株式会社
株式会社アレス
株式会社きたじま商会
株式会社ＫＭＫ
株式会社下川薬局
熊本市中央区紺屋今町９－６熊本紺屋今町ビル５階 綜合警備保障株式会社
熊本市中央区紺屋今町９番６号熊本紺屋今町ビル５階 ALSOK熊本株式会社
熊本市中央区紺屋今町9番6号熊本紺屋今町ビル7階 ＪＡ三井リース九州株式会社
熊本市中央区紺屋今町9番6号熊本紺屋今町ビル9階 富士通Japan株式会社

熊本市中央区細工町１－５１スコーレビル２Ｆ
熊本市中央区細工町4丁目12番12号SRビル1階
熊本市中央区細工町4丁目12番12号SRビル4階
熊本市中央区桜町3番10号3階

株式会社ジェイ・シー・ティ
有限会社細工町薬局
PSP株式会社
株式会社 中央コンタクト

熊本市中央区桜町3番10号SAKURA MACHI Kumamoto1F 株式会社マツモトキヨシ九州販売

熊本市中央区桜町3番10号サクラマチ クマモト B1 株式会社下川薬局

熊本市中央区桜町3番10号サクラマチ熊本３階
熊本市中央区山崎町３１番地
熊本市中央区子飼本町１－１８
熊本市中央区子飼本町１番２１号
熊本市中央区手取本町５番１０号 １階
熊本市中央区手取本町５番６号加藤ビル１階
熊本市中央区手取本町６番１号鶴屋百貨店地階

株式会社天翔
株式会社 KSM企画
有限会社武藤コンタクトレンズ

株式会社ファーマダイワ
株式会社メニコン
株式会社中央コンタクト
株式会社同仁堂
熊本市中央区十禅寺１丁目５－１４ポニービル２Ｆ 株式会社トップ
熊本市中央区出水１丁目７番６号
ダイダン株式会社
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令和３年（2021年）9月30日現在
有効期間
平成29年1月1日～令和4年12月31日
令和元年7月29日～令和7年7月28日
平成30年12月3日～令和6年12月2日
令和2年1月22日～令和8年1月21日
平成31年1月1日～令和6年12月31日
平成29年1月1日～令和4年12月31日
平成29年1月1日～令和4年12月31日
平成29年1月1日～令和4年12月31日
平成29年1月1日～令和4年12月31日
平成29年1月1日～令和4年12月31日
令和2年11月5日～令和8年11月4日
平成30年1月1日～令和5年12月31日
平成29年1月1日～令和4年12月31日
令和2年12月2日～令和8年12月1日
平成31年3月8日～令和7年3月7日
平成29年9月5日～令和5年9月4日
令和3年1月29日～令和9年1月28日
平成29年12月18日～令和5年12月17日
令和3年6月15日～令和9年6月14日
令和3年5月28日～令和9年5月27日
令和2年10月29日～令和8年10月28日
令和元年12月3日～令和7年12月2日
令和元年8月29日～令和7年8月28日
令和元年9月4日～令和7年9月3日
令和元年9月13日～令和7年9月12日
令和元年9月11日～令和7年9月10日
平成30年6月20日～令和6年6月19日
平成29年1月1日～令和4年12月31日
令和2年7月15日～令和8年7月14日
平成28年9月1日～令和4年8月31日
平成29年1月1日～令和4年12月31日
平成29年1月1日～令和4年12月31日
平成29年4月1日～令和5年3月31日
平成29年1月1日～令和4年12月31日

熊本市内の高度管理医療機器等販売業貸与業者名簿
業務種別 許可番号
名称
1397 カナヤ医科器械株式会社 熊本営業所
高度販売 2116 ふれあい通り出水調剤薬局
高度販売 1676 広田薬局
高度販売 1266 有限会社ツシダ理研
高度販売貸与
1501 株式会社システムクレオ
高度販売貸与
1343 ワイエム綜合設備株式会社
高度販売 1775 熊本いちはら工業株式会社
高度販売貸与
1373 ミドリ安全熊本株式会社
高度販売 2064 プライスコンタクト 熊本
高度販売 1395 株式会社メニコン MeniconMiru熊本店
高度販売 1199 保険調剤薬局 同仁堂上通店
高度販売 1765 ココカラファイン 上通店
高度販売 1484 田中屋
高度販売 2102 Cosmate
高度販売 1246 シモカワオークス通り調剤薬局
高度販売貸与
1138 株式会社熊本メディコ
高度販売 1989 新屋敷ごふく薬局
高度販売貸与
1959 新屋敷調剤薬局
高度販売貸与
1339 有限会社ユニオン商事
高度販売貸与
1196 メディカルコア株式会社
高度販売貸与
1902 株式会社ＫＭＭプランニング
高度販売貸与
1317 日本事務器株式会社 熊本支店
高度販売貸与
1169 キヤノンメディカルシステムズ株式会社熊本支店
高度販売貸与
1918 三井住友ファイナンス＆リース株式会社 熊本オフィス
高度販売貸与
1726 太陽堂薬局 新市街店
高度販売 1845 こもれび薬局 熊高正門前
高度販売貸与
1270 十字堂調剤薬局
高度販売貸与
1858 のぞみ薬局
高度販売貸与
1193 フクダライフテック九州株式会社 熊本営業所
高度販売 1663 ひまわり薬局
高度販売貸与
1190 フクダ電子西部南販売株式会社熊本営業所
高度販売貸与
1722 南西医療器株式会社 熊本営業所
高度販売貸与
1359 有限会社 ホリ文具
高度販売 1786 株式会社ニッケカスタム熊本
高度販売貸与

所在地
熊本市中央区出水３丁目１２番１９号
熊本市中央区出水4丁目25番30号
熊本市中央区出水４丁目35番18号
熊本市中央区出水4丁目９－１０
熊本市中央区出水６丁目２－１０
熊本市中央区春竹町６１
熊本市中央区上水前寺1丁目10番5号
熊本市中央区上水前寺２丁目５－７
熊本市中央区上通町1-22大進プラザビル3Ｆ

開設者氏名
カナヤ医科器械株式会社
株式会社 絆
有限会社 広田薬局
有限会社ツシダ理研
株式会社システムクレオ
ワイエム綜合設備株式会社
熊本いちはら工業株式会社
ミドリ安全熊本株式会社
株式会社ストレッチ
熊本市中央区上通町１－２６ａｕｎｅ ＫＵＭＡＭＯＴＯ４階 株式会社メニコン
熊本市中央区上通町２番７号
株式会社同仁堂
株式会社
ココカラファイン ヘルスケア
熊本市中央区上通町6-15
熊本市中央区上通町８番８号
有限会社田中屋
熊本市中央区上通町9-6トマト管財ビル
株式会社GRANDIR
熊本市中央区城東町４番７号グランガーデン熊本ビル１階 株式会社下川薬局
熊本市中央区新屋敷１丁目１３番１３号
株式会社熊本メディコ
熊本市中央区新屋敷1丁目14-20
有限会社エングロー
熊本市中央区新屋敷1丁目17-12
オアシスファーマ株式会社
熊本市中央区新屋敷2丁目１０－１２
有限会社ユニオン商事
熊本市中央区新屋敷3丁目６番９号
メディカルコア株式会社
熊本市中央区新屋敷一丁目13番13号光永ビル4F 株式会社ＫＭＭプランニング
熊本市中央区新市街１１－１８熊本第一生命ビルディング９Ｆ

日本事務器株式会社

熊本市中央区新市街１１番１８号熊本第一生命ビルディング８階 キヤノンメディカルシステムズ株式会社

熊本市中央区新市街1番1号シティ10ビル5階
熊本市中央区新市街８番１号
熊本市中央区新大江一丁目12-17
熊本市中央区新町２丁目１２番３７号
熊本市中央区新町４丁目４番２４号
熊本市中央区神水１－１５－３５
熊本市中央区神水1-20-7
熊本市中央区神水１丁目１５番４２号

三井住友ファイナンス＆リース株式会社

株式会社太陽堂薬局
合同会社ＳＳＧメディカル
有限会社十字堂調剤薬局
有限会社ティーアール
フクダライフテック九州株式会社
一般社団法人健康共同ファルマ
フクダ電子西部南販売株式会社

熊本市中央区神水1丁目25番7号パワービル301号 南西医療器株式会社

熊本市中央区神水1丁目３－８
熊本市中央区神水2-10-1-105
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有限会社 ホリ文具
株式会社ニッケカスタム熊本

令和３年（2021年）9月30日現在
有効期間
令和3年1月1日～令和8年12月31日
令和3年9月13日～令和9年9月12日
平成28年4月25日～令和4年4月24日
平成29年1月1日～令和4年12月31日
平成30年12月5日～令和6年12月4日
平成30年10月11日～令和6年10月10日
平成29年5月25日～令和5年5月24日
令和2年2月19日～令和8年2月18日
令和3年2月12日～令和9年2月11日
令和2年10月20日～令和8年10月19日
平成29年1月1日～令和4年12月31日
平成29年4月6日～令和5年4月5日
平成30年7月9日～令和6年7月8日
令和3年6月7日～令和9年6月6日
平成29年1月1日～令和4年12月31日
平成29年1月1日～令和4年12月31日
令和2年3月18日～令和8年3月17日
令和元年12月1日～令和7年11月30日
平成30年9月7日～令和6年9月6日
平成29年1月1日～令和4年12月31日
平成31年1月25日～令和7年1月24日
平成29年9月15日～令和5年9月14日
平成29年4月1日～令和5年3月31日
令和元年6月17日～令和7年6月16日
平成28年10月21日～令和4年10月20日
平成30年3月13日～令和6年3月12日
平成29年1月1日～令和4年12月31日
平成30年4月23日～令和6年4月22日
平成29年1月1日～令和4年12月31日
平成28年4月1日～令和4年3月31日
平成29年4月1日～令和5年3月31日
平成28年9月26日～令和4年9月25日
平成31年1月1日～令和6年12月31日
平成29年7月7日～令和5年7月6日

熊本市内の高度管理医療機器等販売業貸与業者名簿
業務種別 許可番号
1685
高度販売 1194
高度販売 1366
高度販売 1349
高度販売貸与
1658
高度販売貸与
1520
高度販売貸与
1746
高度販売貸与
1346
高度販売貸与
2037
高度販売貸与
2043
高度販売貸与
1846
高度販売貸与
2051
高度販売貸与
2016
高度販売貸与
2030
高度販売 1153
高度販売貸与
2027
高度販売貸与
1335
高度販売貸与
1220
高度販売貸与
1441
高度販売貸与
1361
高度販売 1831
高度販売貸与
1144
高度販売貸与
1719
高度販売貸与
1571
高度販売貸与
1474
高度販売貸与
1577
高度販売 2013
高度販売貸与
1178
高度販売貸与
1231
高度販売貸与
2002
高度販売貸与
1646
高度販売貸与
1912
高度販売貸与
1962
高度販売 2106
高度販売貸与

名称
長田電機工業株式会社 熊本営業所
有限会社共愛会
野々村ポンプ株式会社
株式会社ＢＫＮ
株式会社大塚製薬工場 熊本出張所
大塚製薬株式会社 熊本支店
株式会社ジェイ・エム・エス 熊本営業所
岩谷産業株式会社 熊本支店
大陽日酸株式会社 熊本支店
株式会社ケイ・クリニカル・トレーディング

所在地
熊本市中央区神水2-9-5第1北野ビル3階302号
熊本市中央区神水2丁目１７－１
熊本市中央区神水２丁目６番７号
熊本市中央区神水2丁目９－５（北野ビル３Ｆ）
熊本市中央区辛島町3番20号 NBF熊本ビル8階
熊本市中央区辛島町３番２０号ＮＢＦ熊本ビル９階
熊本市中央区辛島町8番23号桜ビル辛島町5階
熊本市中央区辛島町８番２３号桜ビル辛島町６階

開設者氏名
長田電機工業株式会社
有限会社共愛会
野々村ポンプ株式会社
株式会社ＢＫＮ
株式会社大塚製薬工場
大塚製薬株式会社
株式会社ジェイ・エム・エス
岩谷産業株式会社
熊本市中央区水前寺1-20-22水前寺センタービル４階 大陽日酸株式会社
熊本市中央区水前寺1丁目15-4ダイコー水前寺通り3 2B-3 株式会社ケイ・クリニカル・トレーディング

株式会社 メディアース・ジャパン熊本営業所 熊本市中央区水前寺1丁目31-20富田ビル102 株式会社 メディアース・ジャパン

ファーマダイワ水前寺薬局
タカヒロ薬局 水前寺店
水前寺本町薬局
シモダ医療器械店
合同会社ＲＡＤＩＣＡＩＤ
メガネのヨネザワ 本店
メガネのヨネザワ本社

熊本市中央区水前寺2丁目17-12
熊本市中央区水前寺2丁目19番10号
熊本市中央区水前寺２丁目20-32
熊本市中央区水前寺5丁目６－２３

株式会社ファーマダイワ
株式会社タカヒロメディカル
株式会社フィッシュファーマシー

下田 和子

熊本市中央区水前寺5丁目9-10グローリィ水前寺202 合同会社ＲＡＤＩＣＡＩＤ

熊本市中央区水前寺６－１－３８ １Ｆ
熊本市中央区水前寺６－３－６

株式会社ヨネザワ
株式会社ヨネザワ

シーメンスヘルスケア株式会社 中九州出張所 熊本市中央区水前寺６－４５－５ロマージュ水前寺１Ｆ シーメンスヘルスケア株式会社

株式会社リィツメディカル 熊本営業所
株式会社 新興精機 熊本営業所
日本臓器製薬株式会社 熊本営業部
三菱電機クレジット株式会社 熊本支店
水前寺コンタクト
株式会社 サンクック
株式会社L du soleil
大学堂薬局 本店
株式会社日医リース熊本支店
日本電気株式会社 熊本支店
三輝物産株式会社
有限会社 すこやか薬局
株式会社バイオメディカル 熊本営業所
株式会社タカゾノ 熊本営業所
リニエルサービス株式会社

熊本市中央区水前寺６丁目４６－２１星光交易ビル２Ｆ 株式会社リィツメディカル

熊本市中央区水前寺6丁目46番27号

株式会社 新興精機

熊本市中央区水前寺公園１４－２２パークビル３FA室 日本臓器製薬株式会社

熊本市中央区水前寺公園14番22号パークビル6階 三菱電機クレジット株式会社

熊本市中央区水前寺公園５－３８
熊本市中央区水前寺三丁目４０番１３号
熊本市中央区水前寺二丁目１－３５ネオグランデ水前寺1402号

熊本市中央区水道町1番27号
熊本市中央区水道町７－１６富士水道町ビル７F
熊本市中央区水道町８－６朝日生命熊本ビル７Ｆ
熊本市中央区菅原町1番25号
熊本市中央区世安町231番地5
熊本市中央区世安町２３２番地YPタウンⅭ棟１０１

熊本市中央区世安町257-2
熊本市中央区草葉町2-26ライオンズマンション上通901号
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有限会社エフエムワイグループ

株式会社 サンクック
株式会社L du soleil
大森合資会社
株式会社日医リース
日本電気株式会社
三輝物産株式会社
有限会社 すこやか薬局
株式会社バイオメディカル
株式会社タカゾノ
リニエルサービス株式会社

令和３年（2021年）9月30日現在
有効期間
平成28年6月15日～令和4年6月14日
平成29年1月1日～令和4年12月31日
令和元年11月1日～令和7年10月31日
平成30年12月5日～令和6年12月4日
平成28年3月14日～令和4年3月13日
令和元年6月14日～令和7年6月13日
平成29年2月1日～令和5年1月31日
平成30年10月23日～令和6年10月22日
令和2年10月1日～令和8年9月30日
令和2年10月29日～令和8年10月28日
平成30年3月29日～令和6年3月28日
令和2年11月17日～令和8年11月16日
令和2年6月9日～令和8年6月8日
令和2年8月14日～令和8年8月13日
平成29年1月1日～令和4年12月31日
令和2年8月4日～令和8年8月3日
平成30年6月8日～令和6年6月7日
平成29年1月1日～令和4年12月31日
平成28年9月24日～令和4年9月23日
令和元年7月30日～令和7年7月29日
平成30年1月5日～令和6年1月4日
平成29年4月1日～令和5年3月31日
平成28年9月14日～令和4年9月13日
令和3年2月16日～令和9年2月15日
平成30年1月1日～令和5年12月31日
令和3年3月27日～令和9年3月26日
令和2年6月1日～令和8年5月31日
平成29年4月1日～令和5年3月31日
平成29年1月1日～令和4年12月31日
令和2年5月1日～令和8年4月30日
平成28年1月1日～令和3年12月31日
平成31年3月20日～令和7年3月19日
令和元年12月13日～令和7年12月12日
令和3年6月28日～令和9年6月27日

熊本市内の高度管理医療機器等販売業貸与業者名簿
業務種別 許可番号
名称
1963 株式会社ミカド科学産業
高度販売 1256 有限会社米村コンタクト
高度販売貸与
1427 キヤノンマーケティングジャパン株式会社 熊本営業所
高度販売貸与
1410 キヤノンシステムアンドサポート株式会社 熊本営業所
高度販売貸与
1353 株式会社 キューネット
高度販売貸与
1365 そうごう薬局 北帯山店
高度販売貸与
1452 うさぎ薬局 帯山店
高度販売貸与
1682 株式会社イリゼ
高度販売 2066 テックランド熊本本店
高度販売 1247 ドラッグストアモリ 帯山店
高度販売 1509 株式会社大賀薬局 帯山店
高度販売貸与
1939 帯山8丁目薬局
高度販売貸与
1319 株式会社ファクトリー・クリーンシステム
高度販売貸与
1550 メガネのヨネザワ ゆめマート大江店
高度販売貸与
1760 タケシタ調剤薬局 熊本店
高度販売貸与
1301 株式会社キンキ
高度販売貸与
1451 ファーコス薬局 あおぞら
高度販売貸与
1352 日本メドトロニック株式会社南九州支店
高度販売貸与
1924 株式会社栄見社
高度販売 1282 さくら調剤薬局坪井店
高度販売貸与
1491 株式会社メディカルシステムサービス
高度販売貸与
1935 日本ライフライン株式会社 熊本営業所
高度貸与 1616 一般社団法人 熊本県歯科医師会
高度貸与 1614 一般社団法人 熊本市歯科医師会
高度販売 1239 浄行寺コンタクト
高度販売 1984 つぼみ薬局
高度販売貸与
1219 ハクゾウメディカル株式会社熊本営業所
高度販売 1634 シモカワ渡鹿調剤薬局
高度販売貸与
2076 有限会社アップル薬局
高度販売 1880 クオール薬局 熊本中央店
高度販売貸与
1887 なないろ薬局 島崎店
高度販売貸与
1473 つぼいコンタクト
高度販売 1706 ドン・キホーテ南熊本店
高度販売 2053 みんなの薬局 南熊本店
高度販売貸与

所在地
熊本市中央区帯山1丁目44番53号
熊本市中央区帯山2丁目４番２０号

開設者氏名
株式会社ミカド科学産業
有限会社米村コンタクト

熊本市中央区帯山３－３－１０キヤノンＭＪ熊本ビル

キヤノンマーケティングジャパン株式会社

熊本市中央区帯山３－３－１０キヤノンＭＪ熊本ビル４Ｆ、５Ｆ キヤノンシステムアンドサポート株式会社

熊本市中央区帯山４－１８－１
熊本市中央区帯山４丁目１８番２０号
熊本市中央区帯山４丁目３５１－３５
熊本市中央区帯山4丁目44-5帯山ビル4Ｆ402号
熊本市中央区帯山7丁目11番10号
熊本市中央区帯山７丁目１９番４５号
熊本市中央区帯山８丁目２番５号
熊本市中央区帯山8丁目6-59
熊本市中央区大江2丁目１２番１９号
熊本市中央区大江３丁目２－４０
熊本市中央区大江3丁目2-60
熊本市中央区大江4丁目２１番３号
熊本市中央区大江一丁目３１番１７号 天翔ビル

株式会社 キューネット
総合メディカル株式会社
株式会社七草堂
株式会社 イリゼ
株式会社ヤマダデンキ
有限会社ドラッグストアモリサポート

株式会社大賀薬局
株式会社ファーマダイワ
株式会社ファクトリー・クリーンシステム

株式会社ヨネザワ
株式会社タケシタ調剤薬局
株式会社キンキ
株式会社ファーコス
熊本市中央区中央街２－１１熊本サンニッセイビル６Ｆ 日本メドトロニック株式会社
熊本市中央区中央街4-22アルバ銀座通りビル6F 株式会社栄見社
熊本市中央区坪井1丁目２－２４
アドバンス株式会社
株式会社メディカルシステムサービス
熊本市中央区坪井１丁目６－２１
熊本市中央区坪井2丁目1番42号ＳＤＫ熊本ビル４Ｆ 日本ライフライン株式会社
一般社団法人 熊本県歯科医師会
熊本市中央区坪井2丁目4番15号
熊本市中央区坪井2丁目4番15号 歯科医師会館内 一般社団法人 熊本市歯科医師会

熊本市中央区坪井4丁目５－２１
熊本市中央区坪井6丁目22番6号
熊本市中央区坪井６丁目８番１号
熊本市中央区渡鹿1丁目17番19号

株式会社 ジャムコン
有限会社オフィス81
ハクゾウメディカル株式会社

株式会社 下川薬局

熊本市中央区渡鹿4丁目１８番１号サンタジマビル１０１ 有限会社アップル薬局

熊本市中央区渡鹿5-1-26
クオール株式会社
熊本市中央区島崎１丁目32-8
ＯＣＭ株式会社
熊本市中央区内坪井町２－２
行德 千佐
熊本市中央区南熊本1-9-25Actyくまもと 1階 株式会社 ドン・キホーテ
熊本市中央区南熊本2丁目9番4号
株式会社ＫＭＫ
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令和３年（2021年）9月30日現在
有効期間
令和元年12月13日～令和7年12月12日
平成29年1月1日～令和4年12月31日
平成28年2月3日～令和4年2月2日
令和3年6月29日～令和9年6月28日
平成31年2月28日～令和7年2月27日
平成31年1月1日～令和6年12月31日
平成29年1月1日～令和4年12月31日
平成28年6月1日～令和4年5月31日
令和3年2月16日～令和9年2月15日
平成29年1月1日～令和4年12月31日
平成31年3月12日～令和7年3月11日
令和元年9月13日～令和7年9月12日
平成29年1月1日～令和4年12月31日
令和2年6月19日～令和8年6月18日
平成29年4月1日～令和5年3月31日
平成29年1月1日～令和4年12月31日
平成29年1月1日～令和4年12月31日
平成31年2月16日～令和7年2月15日
令和元年8月1日～令和7年7月31日
平成29年1月1日～令和4年12月31日
平成30年10月30日～令和6年10月29日
令和元年9月9日～令和7年9月8日
令和3年9月16日～令和9年9月15日
令和3年9月10日～令和9年9月9日
平成29年1月1日～令和4年12月31日
令和2年3月12日～令和8年3月11日
平成29年1月1日～令和4年12月31日
令和3年11月16日～令和9年11月15日
令和3年3月9日～令和9年3月8日
平成30年10月1日～令和6年9月30日
平成30年11月14日～令和6年11月13日
平成30年1月1日～令和5年12月31日
平成28年7月25日～令和4年7月24日
令和2年12月1日～令和8年11月30日

熊本市内の高度管理医療機器等販売業貸与業者名簿
業務種別 許可番号
1408
高度販売貸与
1781
高度販売貸与
1540
高度販売 1363
高度販売 1244
高度販売 1213
高度販売貸与
1392
高度販売 2035
高度販売貸与
1461
高度販売貸与
1222
高度販売 1909
高度販売貸与
1453
高度販売貸与
1471
高度販売貸与
1695
高度販売貸与
2003
高度販売貸与
1148
高度販売貸与
1209
高度販売貸与
1390
高度販売貸与
1139
高度販売貸与
1716
高度販売貸与
1405
高度販売貸与
1255
高度販売貸与
1690
高度販売貸与
1486
高度販売貸与
1626
高度販売貸与
1184
高度販売貸与
1755
高度販売 1665
高度販売貸与
1146
高度販売貸与
1683
高度販売貸与
1268
高度販売貸与
1519
高度販売 1321
高度販売貸与
1302
高度販売貸与

名称
南熊本調剤薬局
熊本メドウエス
大学堂薬局 藤崎宮前支店
ドラッグストアモリ 萩原店
シモカワ萩原調剤薬局
構造医学研究財団株式会社
あらいメガネ
フィールド

所在地
熊本市中央区南熊本４丁目３番２０号
熊本市中央区南熊本5丁目10番28-1203号ﾚｰﾍﾞﾝﾊｲﾑﾛﾜ南熊本駅前

熊本市中央区南千反畑町１１番５号
熊本市中央区萩原町２－２
熊本市中央区萩原町３番１５号
熊本市中央区白山2丁目４－２５
熊本市中央区白山２丁目７－１８
熊本市中央区八王寺町11番53号

開設者氏名
株式会社ファーマダイワ
永田 四郎
大森合資会社
株式会社ナチュラルサポート

株式会社下川薬局
構造医学研究財団株式会社

荒井 保治
フィールド株式会社

バイオトロニックジャパン株式会社 熊本営業所 熊本市中央区八王寺町１３－１５エルフィナ八王寺Ａ棟402号 バイオトロニックジャパン株式会社

福岡酸素株式会社熊本支社
はやぶさ薬局 八王寺店

熊本市中央区八王寺町１３番７２号
熊本市中央区八王寺町２６番１９号

福岡酸素株式会社
株式会社 絆

アボットメディカルジャパン合同会社 熊本営業所 熊本市中央区八王寺町30番1号ル･グラン光陽ビル６階 アボットメディカルジャパン合同会社

株式会社サン・ダイコー熊本支店
株式会社 エーエヌディー 熊本営業所
株式会社アステム 熊本営業部
山下医科器械株式会社 熊本支社
株式会社ヨシダ熊本営業所
株式会社尼崎薬品
株式会社カドカワ
株式会社ホクシンメディカル 熊本営業所
メガネのアイフレンド
株式会社ケア・ジャパン熊本
ふじさき調剤薬局
さくら調剤薬局 本山店
株式会社 メディケア熊本
有限会社熊本メディカルコンサルティング
株式会社ソノらぼ
すみれ薬局
株式会社八尾ムトウ
株式会社ムトウテクノス熊本支店
内村酸素株式会社
熊本市医師協同組合
くまもと中央薬局
株式会社キューコーリース熊本支社

熊本市中央区八王寺町３３番５６号
熊本市中央区八王寺町33番57号
熊本市中央区八王寺町33番57号
熊本市中央区八王寺町３９－１２
熊本市中央区平成２－１５－５
熊本市中央区平成３丁目１３番１８号
熊本市中央区平成３丁目１５－２８
熊本市中央区平成3丁目18-10

株式会社サン・ダイコー
株式会社 エーエヌディー
株式会社アステム
山下医科器械株式会社
株式会社ヨシダ
株式会社尼崎薬品
株式会社カドカワ
株式会社ホクシンメディカル

熊本市中央区平成3丁目23-30サンリブシティーくまなん1階

株式会社アイフレンド

熊本市中央区米屋町3丁目２３番地
熊本市中央区北千反畑町2-3

株式会社ケア・ジャパン熊本
株式会社タカヒロメディカル

熊本市中央区本山４丁目１－１３セラコート本山１Ｆ アドバンス株式会社

熊本市中央区本山4丁目7-62

株式会社メディケア熊本

熊本市中央区本山町１０６番地サーパスシティ熊本１４０６号 有限会社熊本メディカルコンサルティング

熊本市中央区本山町287-2-1001
熊本市中央区本荘2-14-13
熊本市中央区本荘５丁目１０－２６
熊本市中央区本荘5丁目10番26号
熊本市中央区本荘5丁目１３番１８号
熊本市中央区本荘５丁目１４番８号
熊本市中央区本荘5丁目１６の１金子ビル１F
熊本市中央区本荘６－１７－２１九電工ビル７Ｆ
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株式会社ソノらぼ
一般社団法人健康共同ファルマ

株式会社八尾ムトウ
株式会社ムトウテクノス
内村酸素株式会社
熊本市医師協同組合
一般社団法人熊本市薬剤師会

株式会社キューコーリース

令和３年（2021年）9月30日現在
有効期間
令和3年1月1日～令和8年12月31日
平成29年6月20日～令和5年6月19日
令和2年3月1日～令和8年2月28日
令和元年9月6日～令和7年9月5日
平成29年1月1日～令和4年12月31日
平成29年1月1日～令和4年12月31日
令和2年1月1日～令和7年12月31日
令和2年9月23日～令和8年9月22日
平成29年9月16日～令和5年9月15日
平成29年4月1日～令和5年3月31日
平成31年4月1日～令和7年3月31日
平成29年7月4日～令和5年7月3日
平成30年4月16日～令和6年4月15日
平成28年7月1日～令和4年6月30日
令和2年5月7日～令和8年5月6日
平成29年4月1日～令和5年3月31日
平成29年4月1日～令和5年3月31日
令和2年1月1日～令和7年12月31日
平成29年4月1日～令和5年3月31日
平成28年9月5日～令和4年9月4日
令和3年4月24日～令和9年4月23日
平成29年1月1日～令和4年12月31日
平成28年6月21日～令和4年6月20日
平成30年1月1日～令和5年12月31日
令和3年10月26日～令和9年10月25日
平成29年1月1日～令和4年12月31日
平成29年3月6日～令和5年3月5日
平成28年4月1日～令和4年3月31日
平成29年1月1日～令和4年12月31日
平成28年6月6日～令和4年6月5日
平成29年1月1日～令和4年12月31日
令和元年5月31日～令和7年5月30日
平成29年12月1日～令和5年11月30日
平成29年1月1日～令和4年12月31日

熊本市内の高度管理医療機器等販売業貸与業者名簿
業務種別 許可番号
名称
1980 コニカミノルタジャパン株式会社 ヘルスケアカンパニー熊本営業所
高度販売貸与
1478 そうごう薬局 熊本中央店
高度販売貸与
1701 黒田歯科商店
高度販売 1351 ドラッグストアモリ 本荘店
高度販売 1916 ドラッグストア マツモトキヨシ黒髪店
高度販売貸与
1469 ドラッグイレブン薬局 薬園店
高度販売貸与
1235 有限会社 日隈コンタクトレンズ
高度販売貸与
1819 株式会社Denzai
高度販売 1587 せいら調剤薬局
高度販売貸与
1992 リコージャパン株式会社 熊本支社
高度販売貸与
2004 リコーリース株式会社 九州支社 南九州・沖縄支店
高度販売 1505 グリーン薬局下南部店
高度販売 1216 メガネ２１桜木店
高度販売 1952 ドラッグコスモス桜木店
高度販売 2070 フジモト薬局
高度販売貸与
1464 千広
高度販売貸与
1543 あさがお薬局 画図店
高度販売貸与
1260 株式会社イケダ科学
高度販売貸与
1185 有限会社越山コンタクトサービス
高度販売貸与
2072 有限会社カイホウ薬局
高度販売貸与
1341 吉住酸素工業株式会社 熊本営業所
高度販売貸与
1415 株式会社保健科学研究所 熊本営業所
高度販売貸与
1710 あすは薬局
高度販売貸与
1287 有限会社濱野産業
高度販売貸与
1417 株式会社日本メディカルエイム
高度販売貸与
1419 さくら調剤薬局 月出店
高度販売貸与
1173 メガネのヨネザワ日赤通店
高度販売貸与
1511 株式会社ユヤマ 熊本営業所
高度販売貸与
1529 ササキ株式会社 熊本店
高度販売貸与
1905 株式会社 アトラスメディカル
高度販売 1724 株式会社 田原商会
高度販売貸与
1704 和田精密歯研株式会社 熊本営業所
高度販売貸与
1360 株式会社モリタ 熊本営業所
高度販売貸与
1561 日本乾溜工業株式会社熊本支店
高度販売貸与

所在地
熊本市中央区本荘6-4-2
熊本市中央区本荘6丁目1－25
熊本市中央区本荘6丁目17番16号
熊本市中央区本荘町７３７－７
熊本市中央区薬園町10-4
熊本市中央区薬園町４番５号
熊本市中央区練兵町５６番地
熊本市中央区壺川2-4-27
熊本市東区下江津2丁目13-1
熊本市東区下南部3-10-32
熊本市東区下南部3-10-32
熊本市東区下南部三丁目３－１３
熊本市東区花立2丁目４－６
熊本市東区花立4丁目3-9
熊本市東区花立5丁目1-36-2F-A
熊本市東区画図町重富５６７番地７
熊本市東区画図町所島１１２－２
熊本市東区錦ヶ丘１６－７
熊本市東区錦ヶ丘３２－２３
熊本市東区錦ヶ丘３２番２１号
熊本市東区錦ケ丘３３－１２グランドビュー錦ヶ丘１０２号

熊本市東区月出１丁目４－６９
熊本市東区月出5丁目４番５号
熊本市東区月出6丁目２－６６
熊本市東区月出６丁目２番６６号
熊本市東区月出６丁目５－１２６
熊本市東区月出８－１－８
熊本市東区健軍１－３８－７
熊本市東区健軍１丁目２－１２
熊本市東区健軍1丁目31-3
熊本市東区健軍1丁目31番7号
熊本市東区健軍本町1-11サンライズビル305号

開設者氏名
コニカミノルタジャパン株式会社

総合メディカル株式会社
黒田 雅明
株式会社ドラッグストアモリ
株式会社マツモトキヨシ九州販売

株式会社ドラッグイレブン
有限会社 日隈コンタクトレンズ

株式会社Denzai
株式会社九品寺ファーマ
リコージャパン株式会社
リコーリース株式会社
有限会社メディックス
川元 光生
株式会社コスモス薬品
有限会社豊津中央薬局
株式会社 千広
ザイタック九州株式会社
株式会社イケダ科学
有限会社越山コンタクトサービス

有限会社カイホウ薬局
吉住酸素工業株式会社
株式会社保健科学研究所
株式会社あすは
有限会社濱野産業
株式会社日本メディカルエイム

アドバンス株式会社
株式会社ヨネザワ
株式会社ユヤマ
ササキ株式会社
株式会社 アトラスメディカル

株式会社 田原商会
和田精密歯研株式会社
熊本市東区健軍本町２２－２アイユート健軍本町１０２号 株式会社モリタ
熊本市東区健軍本町２４－１０
日本乾溜工業株式会社
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令和３年（2021年）9月30日現在
有効期間
令和2年3月1日～令和8年2月28日
平成30年5月30日～令和6年5月29日
平成28年7月12日～令和4年7月11日
平成31年1月1日～令和6年12月31日
令和元年5月28日～令和7年5月27日
平成30年3月9日～令和6年3月8日
平成29年1月1日～令和4年12月31日
平成29年11月15日～令和5年11月14日
令和3年5月7日～令和9年5月6日
令和2年4月14日～令和8年4月13日
令和2年5月7日～令和8年5月6日
平成31年1月1日～令和6年12月31日
平成29年1月1日～令和4年12月31日
令和元年10月31日～令和7年10月30日
令和3年2月19日～令和9年2月18日
平成29年1月1日～令和4年12月31日
令和2年4月7日～令和8年4月6日
平成29年4月1日～令和5年3月31日
平成29年1月1日～令和4年12月31日
令和3年2月24日～令和9年2月23日
平成30年9月13日～令和6年9月12日
令和3年10月16日～令和9年10月15日
平成28年8月9日～令和4年8月8日
平成29年1月1日～令和4年12月31日
令和3年1月1日～令和8年12月31日
平成27年11月18日～令和3年11月17日
平成29年1月1日～令和4年12月31日
平成31年3月28日～令和7年3月27日
平成31年1月1日～令和6年12月31日
平成31年2月27日～令和7年2月26日
平成28年10月14日～令和4年10月13日
平成28年7月15日～令和4年7月14日
令和元年7月19日～令和7年7月18日
令和2年10月3日～令和8年10月2日

熊本市内の高度管理医療機器等販売業貸与業者名簿
業務種別 許可番号
名称
1368 アルフレッサ株式会社 熊本支店
高度販売貸与
1250 有限会社西和サービス
高度販売 1248 ドラッグストアモリ 戸島店
高度販売 2117 ドラッグコスモス戸島西店
高度販売貸与
1337 藤木コンタクト
高度販売貸与
1975 よつば調剤薬局戸島店
高度販売貸与
1443 キングラン九州株式会社
高度販売 2065 寺本メンテナンスサービス
高度販売貸与
1906 アークレイマーケティング株式会社 熊本セールスオフィス
高度販売貸与
1389 株式会社アクアメディック東亜
高度販売 1833 株式会社 Ｎサイエンス
高度販売貸与
1262 三和理工有限会社
高度販売貸与
1875 アイ・エム・アイ株式会社 熊本顧客サービスセンター
高度販売貸与
1816 宮野医療器株式会社 熊本営業所
高度販売貸与
2023 ＧＥヘルスケア・ジャパン株式会社 熊本営業所
高度販売 1454 株式会社ネクスト
高度販売貸与
1264 えず調剤薬局
高度販売貸与
1838 シェイプ株式会社 熊本営業所
高度販売貸与
1253 ハート調剤薬局
高度販売貸与
1212 メガネのトゥーワン三郎店
高度販売貸与
1358 しんぷうコンタクトレンズ株式会社
高度販売 1718 凌雲堂薬局
高度販売貸与
1330 メガネのヨネザワ 健軍店
高度販売 2124 同仁堂 健軍店
高度販売貸与
1712 けんぐん薬局
高度販売貸与
1448 さつき薬局レークタウン店
高度販売貸与
2005 介臨丸 熊本営業所
高度販売貸与
1307 株式会社ホワシ
高度販売 1280 さくら調剤薬局小峯店
高度販売貸与
1618 ミナト医科学株式会社 熊本ショールーム
高度販売 1495 スーパーキッド 小峯店
高度販売貸与
1384 株式会社オリエンタル歯科器材 熊本営業所
高度販売貸与
1412 株式会社日立ハイテクフィールディング 熊本サービスステーション
高度販売貸与
1619 地域生活応援館
高度販売貸与

所在地
熊本市東区健軍本町７番６号
熊本市東区戸島1丁目８番１０１号
熊本市東区戸島西１丁目２９番３号
熊本市東区戸島西1丁目5-18
熊本市東区戸島西３丁目２番４５号
熊本市東区戸島西三丁目7番14号
熊本市東区戸島町９２０－８
熊本市東区湖東2丁目13-12田毎荘3号
熊本市東区湖東3-5-3ＡＫビル101
熊本市東区湖東二丁目１３番１２号
熊本市東区御領2丁目11番17号
熊本市東区御領3丁目１２番１号
熊本市東区御領3丁目2-30-3号室
熊本市東区御領6丁目3番34号
熊本市東区御領8-5-5ｵﾌｨｽﾊﾟﾚｱ熊本ｲﾝﾀｰB-6
熊本市東区御領六丁目７番４３号
熊本市東区江津２丁目２７－３２
熊本市東区江津３丁目４－１２Hagino51.BLD302
熊本市東区三郎1丁目１４－２１
熊本市東区三郎1丁目１４－３Ｎビル103
熊本市東区三郎２丁目１５番８号
熊本市東区山ノ神二丁目2-31
熊本市東区若葉１－２－３
熊本市東区若葉1丁目36-20
熊本市東区若葉３丁目１２-１０-１
熊本市東区秋津町秋田３４４１－３１
熊本市東区小山2丁目11番17号
熊本市東区小山5丁目１９番地５５号
熊本市東区小峯2丁目１－７
熊本市東区小峯2丁目5－26
熊本市東区小峯二丁目６－５６
熊本市東区昭和町１－１９
熊本市東区沼山津４－１－１７
熊本市東区上南部2丁目1-67
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開設者氏名
アルフレッサ株式会社
有限会社西和サービス
有限会社もり薬品
株式会社コスモス薬品
株式会社ヨネザワ
株式会社ＩＦオリーブ
キングラン九州株式会社
寺本 智則
アークレイマーケティング株式会社

株式会社アクアメディック東亜

株式会社 Ｎサイエンス
三和理工有限会社
アイ・エム・アイ株式会社
宮野医療器株式会社
ＧＥヘルスケア・ジャパン株式会社

株式会社ネクスト
有限会社九品寺調剤薬局
シェイプ株式会社
有限会社エム・エム・ドラッグ

吉村 克彦
しんぷうコンタクトレンズ株式会社

有限会社凌雲堂
株式会社ヨネザワ
株式会社同仁堂
株式会社ファーマダイワ
株式会社さつき薬局
株式会社快援隊
株式会社ホワシ
アドバンス株式会社
ミナト医科学株式会社
株式会社アレス
株式会社オリエンタル歯科器材
株式会社日立ハイテクフィールディング

株式会社 くますま

令和３年（2021年）9月30日現在
有効期間
令和2年1月1日～令和7年12月31日
平成29年1月1日～令和4年12月31日
平成29年1月1日～令和4年12月31日
令和3年9月13日～令和9年9月12日
平成30年7月7日～令和6年7月6日
令和2年1月30日～令和8年1月29日
平成28年1月1日～令和3年12月31日
令和3年2月12日～令和9年2月11日
平成31年3月1日～令和7年2月28日
令和2年1月1日～令和7年12月31日
平成30年1月10日～令和6年1月9日
平成29年1月1日～令和4年12月31日
平成30年8月8日～令和6年8月7日
平成29年11月1日～令和5年10月31日
令和2年7月22日～令和8年7月21日
平成29年6月20日～令和5年6月19日
平成29年1月1日～令和4年12月31日
平成30年2月14日～令和6年2月13日
平成29年1月1日～令和4年12月31日
平成29年1月1日～令和4年12月31日
平成31年1月1日～令和6年12月31日
平成28年9月13日～令和4年9月12日
平成30年5月25日～令和6年5月24日
令和3年9月17日～令和9年9月16日
平成28年9月1日～令和4年8月31日
平成29年1月1日～令和4年12月31日
令和2年5月8日～令和8年5月7日
平成29年1月1日～令和4年12月31日
平成29年1月1日～令和4年12月31日
令和3年9月25日～令和9年9月24日
平成30年1月1日～令和5年12月31日
令和2年5月22日～令和8年5月21日
令和3年8月11日～令和9年8月10日
令和3年9月25日～令和9年9月24日

熊本市内の高度管理医療機器等販売業貸与業者名簿
業務種別 許可番号
名称
2111 株式会社フジコーガク
高度販売貸与
1429 メガネのヨネザワ ゆめタウンサンピアン店
高度販売貸与
1362 そうごう薬局 上南部店
高度販売貸与
1463 ペンギン薬局
高度販売 2123 同仁堂ドラッグストアアットハーズ新外店
高度販売 2061 新外薬局
高度販売貸与
1385 株式会社池上商事
高度販売貸与
1631 メガネスーパー 熊本東バイパス店
高度販売貸与
1492 株式会社フィリップス・ジャパン 熊本支店
高度販売貸与
1763 株式会社メディカル商会
高度販売貸与
1558 ウォーターコンタクト
高度販売 1604 託麻中央薬局
高度販売貸与
1275 富田薬品株式会社熊本東営業所
高度販売貸与
1677 株式会社ディーエーメディカル
高度販売貸与
1565 株式会社メディカル・タスクフォース 九州営業所
高度販売 1839 オオクマ電子株式会社
高度販売 1792 ドラッグコスモス託麻南店
高度販売 1494 スーパーキッド 託麻店
高度販売貸与
1191 正晃株式会社熊本営業所
高度販売貸与
1340 株式会社トーショー 熊本営業所
高度販売貸与
1388 株式会社アイディエス
高度販売貸与
1354 ベルモントコミュニケーションズウエスト株式会社熊本営業所
高度販売 1314 株式会社教育産業社
高度販売貸与
1840 有限会社アネストシステム
高度販売貸与
1326 薬局セントラルファーマシー長嶺
高度販売貸与
2041 ミユキ薬局 日赤前店
高度販売 1272 有限会社ハッピー薬局
高度販売貸与
1928 株式会社ＱＣＣＧ 熊本営業所
高度販売貸与
1926 QCCフィールディング株式会社
高度販売貸与
1435 なないろ薬局 長嶺店
高度販売貸与
1387 株式会社メディック呼吸器センター 熊本営業所
高度販売貸与
1218 株式会社ビー・エム・エル熊本営業所
高度販売貸与
1576 スーパードラッグコスモス 東海学園前店
高度販売貸与
1490 東海教育産業株式会社 九州営業所
高度販売貸与

令和３年（2021年）9月30日現在

所在地
開設者氏名
有効期間
熊本市東区上南部2丁目16番37号
株式会社フジコーガク
令和3年8月12日～令和9年8月11日
熊本市東区上南部２丁目２－２
株式会社ヨネザワ
平成28年4月8日～令和4年4月7日
熊本市東区上南部２丁目４番１号
総合メディカル株式会社 平成31年1月1日～令和6年12月31日
熊本市東区上南部二丁目１番７８号
株式会社ティーエスエス 平成29年10月6日～令和5年10月5日
熊本市東区新外2丁目6番6号
株式会社同仁堂
令和3年9月17日～令和9年9月16日
熊本市東区新外四丁目6-10
株式会社ハートフェルト
令和3年1月26日～令和9年1月25日
熊本市東区新外二丁目５番６号
株式会社池上商事
令和2年5月22日～令和8年5月21日
株式会社VHリテールサービス 令和3年10月30日～令和9年10月29日
熊本市東区新南部３丁目１０番４７号
株式会社フィリップス・ジャパン 平成30年11月12日～令和6年11月11日
熊本市東区新南部４－７－３８ OMビル
熊本市東区新南部二丁目7番51号
株式会社メディカル商会 平成29年4月5日～令和5年4月4日
ウォーターコンタクト株式会社 令和2年10月1日～令和8年9月30日
熊本市東区水源２丁目３番３号
熊本市東区西原1丁目2-67
有限会社 内牧中央薬局 令和3年8月21日～令和9年8月20日
熊本市東区西原1丁目２番５号
富田薬品株式会社
平成29年1月1日～令和4年12月31日
熊本市東区石原１丁目11-11未来オフィス201 株式会社ディーエーメディカル 平成28年5月9日～令和4年5月8日
熊本市東区長嶺西１丁目６－８８ザ・クレイン１０１号 株式会社メディカル・タスクフォース 令和2年12月9日～令和8年12月8日
熊本市東区長嶺西1丁目8-104
オオクマ電子株式会社
平成30年2月15日～令和6年2月14日
熊本市東区長嶺東3丁目2-47
株式会社コスモス薬品
平成29年8月14日～令和5年8月13日
熊本市東区長嶺東６－３０－２０
株式会社アレス
平成30年1月1日～令和5年12月31日
熊本市東区長嶺東7丁目１１－４６
正晃株式会社
平成29年4月1日～令和5年3月31日
熊本市東区長嶺東８－２－９２
株式会社トーショー
平成30年9月8日～令和6年9月7日
熊本市東区長嶺東八丁目１４－４０
株式会社アイディエス
令和2年7月4日～令和8年7月3日
ベルモントコミュニケーションズウエスト株式会社
熊本市東区長嶺南１－３－７
平成31年3月9日～令和7年3月8日
熊本市東区長嶺南1丁目４－７３
株式会社教育産業社
平成29年1月1日～令和4年12月31日
熊本市東区長嶺南1丁目6-22-2F
有限会社アネストシステム 平成30年2月15日～令和6年2月14日
熊本市東区長嶺南２－８－８３
株式会社ハートフェルト
平成30年1月1日～令和5年12月31日
熊本市東区長嶺南2丁目2-41
株式会社ミユキメディカル 令和2年10月16日～令和8年10月15日
熊本市東区長嶺南2丁目４－３
有限会社ハッピー薬局
平成29年1月1日～令和4年12月31日
熊本市東区長嶺南３丁目２－８６
株式会社ＱＣＣＧ
令和元年8月28日～令和7年8月27日
QCCフィールディング株式会社 令和元年8月14日～令和7年8月13日
熊本市東区長嶺南3丁目2番86号
熊本市東区長嶺南３丁目８－１００
ＯＣＭ株式会社
平成28年8月18日～令和4年8月17日
株式会社メディック呼吸器センター 令和2年1月1日～令和7年12月31日
熊本市東区長嶺南３丁目８番１３号
熊本市東区長嶺南７－８－３５
株式会社ビー・エム・エル 平成29年4月1日～令和5年3月31日
熊本市東区渡鹿８丁目２１－２０
株式会社コスモス薬品
令和3年3月27日～令和9年3月26日
熊本市東区渡鹿９－１－１東海大学けやき会館２階 東海教育産業株式会社
平成30年1月1日～令和5年12月31日
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熊本市内の高度管理医療機器等販売業貸与業者名簿
業務種別 許可番号
1500
高度販売貸与
1944
高度販売 1941
高度販売貸与
1922
高度販売貸与
1181
高度販売 1234
高度販売 1201
高度販売 2122
高度販売貸与
1152
高度販売貸与
1261
高度販売貸与
2000
高度販売 1981
高度販売貸与
1236
高度販売 1757
高度販売貸与
2019
高度販売 1424
高度販売貸与
1498
高度販売貸与
1566
高度販売 1799
高度販売貸与
1546
高度販売貸与
1226
高度販売貸与
1154
高度販売貸与
1273
高度販売貸与
1778
高度販売 1215
高度販売 1798
高度販売貸与
1333
高度販売 1290
高度販売貸与
1265
高度販売貸与
1539
高度販売貸与
1873
高度販売 1204
高度販売貸与
1325
高度販売貸与
1903
高度販売貸与

名称
眼鏡市場サンロードシティ熊本
日本調剤 熊本薬局
シモカワ薬局東町店
タケシタ調剤薬局 市民病院前店

所在地
熊本市東区東町３丁目３番３号
熊本市東区東町4丁目1番69号
熊本市東区東町4丁目2番52号
熊本市東区東町４丁目３－４０
富士フイルムメディカル株式会社 熊本営業所 熊本市東区東野１丁目１８番１４号
有限会社 秋津コンタクトレンズ
熊本市東区東野2丁目７－１３
有限会社あわいコンタクト
熊本市東区八反田1丁目９番２号
りんご薬局
熊本市東区八反田3-20-1
熊本市東区尾ノ上１丁目１２－３ファインパレス尾ノ上１０３
ニプロ株式会社 熊本支店
アメックス熊本株式会社
熊本市東区尾ノ上1丁目３－９
有限会社 熊本計器
熊本市東区尾ノ上1丁目7番15号
ドラッグ新生堂尾ノ上店
熊本市東区尾ノ上2丁目3-28
サンコーメディック
熊本市東区尾ノ上3丁目９－４
スーパーキッド新外店
熊本市東区尾ノ上4-11-12
タカヒロ薬局 尾ノ上店
熊本市東区尾ノ上一丁目14番25号
有限会社福田防災工業
熊本市東区尾ノ上一丁目１８番１号
さくら調剤薬局 保田窪店
熊本市東区保田窪本町１３－１
株式会社ファルコバイオシステムズ熊本営業所 熊本市東区保田窪本町１番４０号
ドラッグコスモス天明店
熊本市南区奥古閑町280
くじら薬局
熊本市南区奥古閑町字手永開４３９５番５
そうごう薬局 会富店
熊本市南区会富町１１２７－２
有限会社米満医療器
熊本市南区刈草3丁目５－１
有限会社森香
熊本市南区近見1丁目３番３２号森香ビル４Ｆ
株式会社エヴァ・ライフ ベストケア熊本営業所 熊本市南区近見6丁目16番18号
株式会社新生堂
熊本市南区近見7丁目２番３０号
ドラッグコスモス近見店
熊本市南区近見7丁目6-1
メガネのヨネザワ 近見店
熊本市南区近見８－１－１
株式会社ドラッグミユキ卸部
熊本市南区御幸笛田6丁目２番２号
そうごう薬局 みゆき店
熊本市南区御幸笛田６丁目８－３
共生薬局
熊本市南区御幸笛田二丁目１５番４３号
日本調剤熊本南薬局
熊本市南区御幸木部1-2-38
みゆきコンタクト
熊本市南区幸田2丁目７－３０
株式会社アルゴ・コーポレーション熊本営業所 熊本市南区江越１丁目１６－２２ Ａ棟１０２
なないろ薬局 江越店
熊本市南区江越2丁目10-13
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開設者氏名
株式会社メガネトップ
日本調剤株式会社
株式会社下川薬局
株式会社タケシタ調剤薬局
富士フイルムメディカル株式会社

有限会社 秋津コンタクトレンズ

有限会社あわいコンタクト
南日本薬品株式会社
ニプロ株式会社
アメックス熊本株式会社
有限会社熊本計器
株式会社新生堂薬局
吉田 幸男
株式会社アレス
株式会社タカヒロメディカル
有限会社福田防災工業
アドバンス株式会社
株式会社ファルコバイオシステムズ

株式会社コスモス薬品
株式会社ファーマダイワ
総合メディカル株式会社
有限会社米満医療器
有限会社森香
株式会社エヴァ・ライフ
株式会社新生堂
株式会社コスモス薬品
株式会社 ヨネザワ
株式会社ドラッグミユキ
総合メディカル株式会社
アルファルマ株式会社
日本調剤株式会社
有限会社幸田メディカルサービス
株式会社アルゴ・コーポレーション

ＯＣＭ株式会社

令和３年（2021年）9月30日現在
有効期間
平成30年11月15日～令和6年11月14日
令和元年10月1日～令和7年9月30日
令和元年9月17日～令和7年9月16日
令和元年7月17日～令和7年7月16日
平成29年4月1日～令和5年3月31日
平成29年1月1日～令和4年12月31日
平成29年1月1日～令和4年12月31日
令和3年9月17日～令和9年9月16日
平成29年4月1日～令和5年3月31日
平成29年1月1日～令和4年12月31日
令和2年4月21日～令和8年4月20日
令和2年3月3日～令和8年3月2日
平成29年1月1日～令和4年12月31日
平成29年3月16日～令和5年3月15日
令和2年7月8日～令和8年7月7日
平成27年12月9日～令和3年12月8日
平成30年1月1日～令和5年12月31日
令和2年12月25日～令和8年12月24日
平成29年8月14日～令和5年8月13日
令和2年1月1日～令和7年12月31日
平成29年1月1日～令和4年12月31日
平成29年1月1日～令和4年12月31日
平成29年1月1日～令和4年12月31日
平成29年6月1日～令和5年5月31日
平成29年1月1日～令和4年12月31日
平成29年8月14日～令和5年8月13日
平成30年5月25日～令和6年5月24日
平成29年1月1日～令和4年12月31日
平成29年1月1日～令和4年12月31日
令和2年1月1日～令和7年12月31日
平成30年8月1日～令和6年7月31日
平成29年1月1日～令和4年12月31日
平成30年1月1日～令和5年12月31日
平成31年2月5日～令和7年2月4日

熊本市内の高度管理医療機器等販売業貸与業者名簿
業務種別 許可番号
1917
高度販売貸与
1750
高度販売 1382
高度販売 1338
高度販売貸与
1163
高度販売貸与
1861
高度販売貸与
1884
高度販売貸与
1438
高度販売貸与
1409
高度販売 2081
高度販売 1488
高度販売 1796
高度販売貸与
1386
高度販売 1815
高度販売 1374
高度販売貸与
1863
高度販売貸与
1563
高度販売貸与
1203
高度販売貸与
2100
高度販売 1624
高度販売 1318
高度販売 1651
高度販売貸与
1377
高度販売 1871
高度販売 1466
高度販売 1795
高度販売貸与
1468
高度販売 1499
高度販売貸与
1350
高度販売 1990
高度販売貸与
1979
高度販売貸与
1167
高度販売貸与
1398
高度販売貸与
1993
高度販売貸与

名称

所在地

開設者氏名

エム・シー・ヘルスケア株式会社 熊本営業所 熊本市南区江越２丁目１７番３１号

エム・シー・ヘルスケア株式会社

有限会社キムラ
メガネスーパーくまなん店
けやき通り薬局
木村医療器株式会社
有限会社 保険調剤 ひばり薬局
ミスターマックス熊本南店
株式会社ジェネフィット・ジャパン
有限会社ミッキー保育用品
福永調剤薬局 城南店
ドラッグストアモリ 城南店
ドラッグコスモス城南店
なかがわ
さくら調剤薬局 城南店
共生薬品株式会社
川尻調剤薬局
ＡＣＴ－１ ゆめタウンはません店
メディカル・ヤマモト
株式会社介助 南熊本営業所
アイン薬局 熊本中央店
セガミ薬局 江津店
メディカルワンはません店
メガネのヨネザワ ゆめタウンはません店
スーパーキッド田井島店
中央病院前調剤薬局
スーパードラッグコスモス田迎店
日本光電工業株式会社
眼鏡市場けやき通り
株式会社翔薬 熊本営業部
三浦工業株式会社 熊本支店
有限会社ネイチャーブレス
株式会社ジェイ・アイ・ティー
すみれコンタクト
眼鏡市場 南高江店

有限会社キムラ
株式会社メガネスーパー

熊本市南区江越2丁目1番18号
熊本市南区江越２丁目２－１０
熊本市南区江越２丁目２４番３７号
熊本市南区江越2丁目６番３号
熊本市南区荒尾1丁目８－６７
熊本市南区十禅寺３丁目４番１４号
熊本市南区出仲間8丁目５－３３
熊本市南区出仲間五丁目３番２号
熊本市南区城南町阿高147-7
熊本市南区城南町阿高３０６番地１
熊本市南区城南町阿高312-3
熊本市南区城南町隈庄３０４－１３
熊本市南区城南町藤山字南火ノ宮361番6
熊本市南区川尻４丁目１３－３５
熊本市南区川尻5丁目１番５９号

有限会社マツヤファーマシー

木村医療器株式会社
有限会社 保険調剤 ひばり薬局

株式会社ミスターマックス
株式会社ジェネフィット・ジャパン

有限会社ミッキー保育用品
株式会社ココカラファインヘルスケア
株式会社ナチュラルホールディングス

株式会社コスモス薬品
中川 英二
アドバンス株式会社
共生薬品株式会社
有限会社日吉薬局
熊本市南区田井島１－２－１ゆめタウンはません ３Ｆ 株式会社天翔
熊本市南区田井島１－３－２７－１０１
山本 浩
熊本市南区田井島1-9-19
株式会社介助
株式会社アインファーマシーズ
熊本市南区田井島1丁目11番22号
株式会社ココカラファインヘルスケア
熊本市南区田井島１丁目１１番６号
熊本市南区田井島1丁目2-1
株式会社イズミ
熊本市南区田井島１丁目２－１ゆめタウンはません店１Ｆ 株式会社ヨネザワ
熊本市南区田井島2丁目3番28号
株式会社アレス
熊本市南区田井島一丁目１１番１３号
株式会社下川薬局
熊本市南区田迎1丁目5-3
株式会社コスモス薬品
熊本市南区田迎２－１０－１
日本光電工業株式会社
熊本市南区田迎２－１８－６
株式会社メガネトップ
熊本市南区田迎二丁目１２番２８号
株式会社翔薬
熊本市南区田迎二丁目15-22
三浦工業株式会社
熊本市南区土河原町336番地2
有限会社ネイチャーブレス
株式会社ジェイ・アイ・ティー
熊本市南区島町4丁目７－３０
熊本市南区鳶町２丁目４番１号
株式会社ヨネザワ
熊本市南区南高江1丁目13-22
株式会社グッドアイ
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令和３年（2021年）9月30日現在
有効期間
令和元年6月12日～令和7年6月11日
平成29年2月21日～令和5年2月20日
令和2年1月1日～令和7年12月31日
平成30年1月1日～令和5年12月31日
平成29年4月1日～令和5年3月31日
平成30年5月7日～令和6年5月6日
平成30年10月26日～令和6年10月25日
平成28年1月1日～令和3年12月31日
令和3年6月29日～令和9年6月28日
令和3年4月1日～令和9年3月31日
平成30年9月13日～令和6年9月12日
平成29年8月14日～令和5年8月13日
令和2年5月28日～令和8年5月27日
平成29年11月1日～令和5年10月31日
令和2年1月1日～令和7年12月31日
平成30年5月21日～令和6年5月20日
令和2年11月18日～令和8年11月17日
平成29年1月1日～令和4年12月31日
令和3年5月25日～令和9年5月24日
令和3年11月1日～令和9年10月31日
平成29年1月1日～令和4年12月31日
平成28年2月2日～令和4年2月1日
令和2年3月18日～令和8年3月17日
平成30年7月2日～令和6年7月1日
平成29年1月1日～令和4年12月31日
平成29年8月14日～令和5年8月13日
平成30年4月1日～令和6年3月31日
平成30年11月12日～令和6年11月11日
平成30年12月8日～令和6年12月7日
令和2年3月30日～令和8年3月29日
令和2年2月25日～令和8年2月24日
平成29年1月1日～令和4年12月31日
令和3年1月28日～令和9年1月27日
令和2年4月17日～令和8年4月16日

熊本市内の高度管理医療機器等販売業貸与業者名簿
業務種別 許可番号
名称
高度販売 1497 スーパーキッド 南高江店
高度販売貸与
1679 ひかりコンタクト南高江店
高度販売貸与
1364 日産プリンス熊本販売（株）フリート事業推進室
高度販売 2127 コジマ×ビックカメラ熊本店
高度販売 1192 熊本トヨタ自動車株式会社
高度販売貸与
1367 九州メディカルサービス株式会社熊本営業所
高度販売貸与
1221 フクダコーリン株式会社 熊本支店
高度販売貸与
1157 ジーエムメディカル株式会社熊本支店
高度販売 1143 株式会社八光 熊本営業所
高度販売 1300 しらふじ調剤薬局
高度販売 2087 薬局 昊
高度販売 1622 アイン薬局 富合店
高度販売貸与
1456 そうごう薬局 富合店
高度販売 1293 とみあい薬局
高度販売貸与
1295 ワタキューセイモア株式会社 九州支店 熊本営業所
高度販売貸与
1294 富合中央薬局
高度販売貸与
1878 株式会社トムス 熊本営業所
高度販売貸与
1559 大信薬局 平田店
高度販売貸与
1885 株式会社島津製作所 熊本医用営業所
高度販売貸与
1639 株式会社オルソ・メディカル
高度販売貸与
1210 アイティーアイ株式会社 熊本支社
高度販売貸与
1483 株式会社フィデスワン 熊本営業所
高度販売貸与
1375 株式会社キシヤ 熊本営業所
高度販売貸与
1517 デイリィサポート株式会社
高度販売貸与
1881 島津メディカルシステムズ株式会社 九州支店 熊本営業所
高度販売貸与
2031 株式会社 ビーオリジン
高度販売貸与
1403 熊本レントゲンサービス
高度販売貸与
1551 株式会社オオバ
高度販売貸与
1400 フランスベッド株式会社 メディカル熊本営業所
高度販売 1315 同仁堂物流センター
高度販売貸与
1428 ＭＰアグロ株式会社 熊本支店
高度販売貸与
1166 株式会社アトル熊本ビル
高度販売貸与
1228 株式会社ケミカル同仁
高度販売貸与
1790 有限会社 サンセイ科学

所在地
熊本市南区南高江２－１２－３６
熊本市南区南高江7丁目7-30
熊本市南区日吉１丁目１－１
熊本市南区日吉1丁目7番7号
熊本市南区日吉2丁目１０－１
熊本市南区馬渡１丁目４－１６
熊本市南区馬渡２－３－２８
熊本市南区馬渡２－４－５
熊本市南区馬渡２丁目３－２８
熊本市南区白藤5丁目８７６－６
熊本市南区薄場3丁目11番47号
熊本市南区富合町古閑959-1
熊本市南区富合町新４２４番４
熊本市南区富合町田尻２９４－１
熊本市南区富合町田尻５８７
熊本市南区富合町平原４０２
熊本市南区平成二丁目4-12
熊本市南区平田１丁目１２－３
熊本市南区平田2-17-30
熊本市南区平田2-8-36
熊本市南区平田２丁目１２番１８号及び２０号
熊本市南区平田２丁目２０番３６号エレンスウエストビル１階

熊本市南区平田２丁目８番３６号
熊本市南区平田二丁目１２番２０号
熊本市南区平田二丁目17番30号
熊本市南区平田二丁目20番36号2F
熊本市南区野田２丁目２０－２８－２０２
熊本市南区流通団地１－５
熊本市南区流通団地１－６０
熊本市南区流通団地１－７０
熊本市南区流通団地１丁目１０番地２
熊本市南区流通団地１丁目１０番地２
熊本市南区流通団地１丁目４４番地２
熊本市南区流通団地1丁目44番地2
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開設者氏名
株式会社アレス
株式会社ヨネザワ
日産プリンス熊本販売株式会社

株式会社コジマ
熊本トヨタ自動車株式会社
九州メディカルサービス株式会社

フクダコーリン株式会社
ジーエムメディカル株式会社

株式会社八光
有限会社呉服薬局
有限会社坂本調剤薬局
株式会社アインファーマシーズ

総合メディカル株式会社
株式会社柊調剤
ワタキューセイモア株式会社

有限会社ジュネスイトウ
株式会社トムス
株式会社大信薬局
株式会社島津製作所
株式会社オルソ・メディカル
アイティーアイ株式会社
株式会社フィデスワン
株式会社キシヤ
デイリィサポート株式会社
島津メディカルシステムズ株式会社

株式会社ビーオリジン
横山 龍一
株式会社オオバ
フランスベッド株式会社
株式会社同仁堂
ＭＰアグロ株式会社
株式会社アトル
株式会社ケミカル同仁
有限会社 サンセイ科学

令和３年（2021年）9月30日現在
有効期間
平成30年1月1日～令和5年12月31日
平成28年5月20日～令和4年5月19日
令和元年10月2日～令和7年10月1日
令和3年9月24日～令和9年9月23日
平成29年1月1日～令和4年12月31日
令和元年11月5日～令和7年11月4日
平成29年1月1日～令和4年12月31日
平成29年4月1日～令和5年3月31日
平成29年4月1日～令和5年3月31日
平成29年1月1日～令和4年12月31日
令和3年3月29日～令和9年3月28日
令和3年11月1日～令和9年10月31日
平成29年7月12日～令和5年7月11日
平成29年1月1日～令和4年12月31日
平成29年1月1日～令和4年12月31日
平成29年1月1日～令和4年12月31日
平成30年9月3日～令和6年9月2日
令和2年9月24日～令和8年9月23日
平成30年10月31日～令和6年10月30日
平成27年12月14日～令和3年12月13日
平成29年1月1日～令和4年12月31日
平成30年7月9日～令和6年7月8日
令和2年2月22日～令和8年2月21日
平成31年4月25日～令和7年4月24日
平成30年9月18日～令和6年9月17日
令和2年8月13日～令和8年8月12日
令和3年1月1日～令和8年12月31日
令和2年7月1日～令和8年6月30日
令和3年4月1日～令和9年3月31日
平成29年1月1日～令和4年12月31日
平成28年4月1日～令和4年3月31日
平成29年1月1日～令和4年12月31日
平成29年1月1日～令和4年12月31日
平成29年8月2日～令和5年8月1日

熊本市内の高度管理医療機器等販売業貸与業者名簿
業務種別 許可番号
名称
1459 アルフレッサヘルスケア株式会社 九州物流センター
高度販売貸与
1907 株式会社 ファーマダイワ
高度販売貸与
2042 株式会社ユーケイデンタル 商品センター
高度販売貸与
1521 宝来メデック株式会社 熊本営業所
高度販売貸与
1224 九州東邦株式会社 熊本営業所
高度販売貸与
1510 株式会社フロンティア 熊本営業所
高度販売貸与
1411 九州ネクスト株式会社 熊本支店
高度販売 2057 ドラッグ新生堂 田迎店
高度販売貸与
1433 株式会社 吉澤
高度販売貸与
1888 株式会社 介助 熊本営業所
高度販売貸与
1187 林メディカル
高度販売貸与
1150 熊本医療ガス株式会社
高度販売 2022 有限会社熊本よいこのくに社
高度販売貸与
1480 有限会社 アクサ
高度販売 1977 さくら調剤薬局 植木店
高度販売貸与
1257 陽光株式会社
高度販売貸与
1487 弓削薬局
高度販売貸与
1227 そうごう薬局 西里店
高度販売貸与
2048 メガネの三城 ゆめマート清水店
高度販売 1238 ライフ薬局 清水店
高度販売 2126 Let's レンタ!
高度販売 2110 株式会社ワイズ・リーディング
高度販売貸与
2073 株式会社Ｐ・マインド
高度販売貸与
1404 株式会社エーコープ熊本
高度販売貸与
1640 あんず薬局
高度販売貸与
1915 株式会社エンタープライズ暖
高度販売貸与
1648 レインボー薬局
高度販売貸与
1506 北部コンタクト（株式会社THC熊本営業所）
高度販売貸与
1470 眼鏡市場 四方寄店
高度販売貸与
1436 日建リース工業株式会社 熊本支店
高度販売貸与
1233 有限会社矢崎歯科商店
高度販売貸与
1229 かねこ調剤薬局
高度販売 1476 ドラッグストアモリ 植木店
高度販売貸与
1465 株式会社西島教材本店
高度販売貸与

所在地
熊本市南区流通団地１丁目４８番地
熊本市南区流通団地1丁目53番地
熊本市南区流通団地1丁目68番地
熊本市南区流通団地１丁目６９
熊本市南区流通団地１丁目６９番地

開設者氏名
アルフレッサヘルスケア株式会社

株式会社ファーマダイワ
株式会社ユーケイデンタル
宝来メデック株式会社
九州東邦株式会社
熊本市南区流通団地２－２０－１センコービル２階 株式会社フロンティア
熊本市南区流通団地２丁目１６番
九州ネクスト株式会社
熊本市南区良町1丁目13-70
株式会社新生堂薬局
熊本市南区良町2丁目８－８田迎ビル１０２
株式会社吉澤
熊本市北区下硯川2-9-11
株式会社介助
熊本市北区下硯川町２１１４－１
林 末廣
熊本市北区下硯川町２２０５番地
熊本医療ガス株式会社
有限会社熊本よいこのくに社
熊本市北区下硯川町441-1
熊本市北区下硯川二丁目7番24号
有限会社 アクサ
熊本市北区改寄町字西久保2356-1
アドバンス株式会社
熊本市北区弓削3丁目9番45号
陽光株式会社
熊本市北区弓削5丁目12番30号
株式会社ファーマダイワ
熊本市北区硯川町１１３１
総合メディカル株式会社
熊本市北区高平2-25-10ゆめマート清水店内 株式会社三城
熊本市北区高平3丁目３６－２４
株式会社 創健
熊本市北区高平3丁目42-3
株式会社桜十字
熊本市北区高平3丁目43-11タイヘイテクノスビル5Ｆ 株式会社ワイズ・リーディング

熊本市北区高平三丁目37番24号
熊本市北区高平二丁目２５番５７号
熊本市北区山室5-6-5
熊本市北区山室5丁目4-21
熊本市北区山室6丁目532-4
熊本市北区四方寄町１２８６－１
熊本市北区四方寄町５０７－４
熊本市北区四方寄町５９５－１
熊本市北区室園町１８-４７
熊本市北区小糸山町７６１－１
熊本市北区植木町一木１５０番１
熊本市北区植木町一木５７５番地１
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株式会社P・マインド
株式会社エーコープ熊本
株式会社ファーマダイワ
株式会社エンタープライズ暖

株式会社 ファーマダイワ
株式会社THC
株式会社メガネトップ
日建リース工業株式会社
有限会社矢崎歯科商店
有限会社かねこ調剤薬局
株式会社ディーエスエム
株式会社西島教材本店

令和３年（2021年）9月30日現在
有効期間
平成29年1月1日～令和4年12月31日
平成31年3月8日～令和7年3月7日
令和2年10月20日～令和8年10月19日
令和元年8月1日～令和7年7月31日
平成29年1月1日～令和4年12月31日
平成31年3月18日～令和7年3月17日
令和3年1月1日～令和8年12月31日
令和2年12月23日～令和8年12月22日
平成28年1月1日～令和3年12月31日
平成30年11月14日～令和6年11月13日
平成29年1月1日～令和4年12月31日
平成29年4月1日～令和5年3月31日
令和2年7月21日～令和8年7月20日
平成30年1月1日～令和5年12月31日
令和2年2月17日～令和8年2月16日
平成29年1月1日～令和4年12月31日
平成30年1月1日～令和5年12月31日
平成29年1月1日～令和4年12月31日
令和2年11月6日～令和8年11月5日
平成29年1月1日～令和4年12月31日
令和3年9月24日～令和9年9月23日
令和3年7月28日～令和9年7月27日
令和3年2月26日～令和9年2月25日
令和3年3月26日～令和9年3月25日
平成27年12月9日～令和3年12月8日
令和元年5月7日～令和7年5月6日
平成28年2月1日～令和4年1月31日
平成31年1月1日～令和6年12月31日
平成30年3月13日～令和6年3月12日
平成28年8月18日～令和4年8月17日
平成29年1月1日～令和4年12月31日
平成29年1月1日～令和4年12月31日
平成30年5月30日～令和6年5月29日
平成29年12月2日～令和5年12月1日

熊本市内の高度管理医療機器等販売業貸与業者名簿
業務種別 許可番号
名称
高度販売 1371 植木よねむらコンタクト
高度販売 1309 植木病院前薬局
高度販売貸与
1956 フクダライフテック九州株式会社 熊本北出張所
高度販売 1378 植木あおぞら薬局
高度販売 1729 宮崎コンタクトレンズ
高度販売貸与
1345 メガネのヨネザワ 植木店
高度販売貸与
2068 ベストケア北熊本
高度販売貸与
1987 植木交番前薬局
高度販売貸与
1594 そうごう薬局 田原坂店
高度販売貸与
1444 有限会社アドバンスケア
高度販売貸与
1298 有限会社アダル
高度販売 2001 ドラッグコスモス清水亀井店
高度販売貸与
2098 しみず調剤薬局
高度販売貸与
1402 有限会社 メディカルロングサービス
高度販売 1320 宮川コンタクト
高度販売貸与
2077 清水本町調剤薬局
高度販売貸与
1251 堤化学株式会社
高度販売貸与
1868 ＫＭバイオロジクス株式会社
高度販売貸与
1334 株式会社熊健社
高度販売 1789 三気堂薬局 津浦店
高度販売貸与
1532 鶴羽田薬局
高度販売貸与
1457 ヨネザワコンタクト兎谷店
高度販売貸与
1188 株式会社メディカル・アプライアンス

所在地
熊本市北区植木町広住３９７－１
熊本市北区植木町広住５０３－３
熊本市北区植木町植木184-1
熊本市北区植木町植木１８６番地１
熊本市北区植木町植木192番地1
熊本市北区植木町滴水４４１
熊本市北区植木町鐙田1543番地3
熊本市北区植木町舞尾615番7
熊本市北区植木町平原２１０－１
熊本市北区植木町平野３０３－１４
熊本市北区清水岩倉2丁目１７－１
熊本市北区清水亀井町20-14
熊本市北区清水新地2丁目16-28
熊本市北区清水新地五丁目１０番２９号
熊本市北区清水新地六丁目２番７２号
熊本市北区清水本町６番１号
熊本市北区大窪2丁目８番６号
熊本市北区大窪一丁目6番1号
熊本市北区池田３丁目６－２１－３
熊本市北区津浦町13-45
熊本市北区鶴羽田３丁目１－５２
熊本市北区兎谷１－２－１８
熊本市北区徳王2丁目8番68号
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開設者氏名
中原 潤子
有限会社 日吉薬局

令和３年（2021年）9月30日現在

有効期間
令和2年1月1日～令和7年12月31日
平成29年1月1日～令和4年12月31日
フクダライフテック九州株式会社 令和元年11月8日～令和7年11月7日
翔佑会株式会社
令和2年1月1日～令和7年12月31日
宮崎コンタクトレンズ
平成28年11月7日～令和4年11月6日
株式会社ヨネザワ
平成30年1月1日～令和5年12月31日
株式会社エヴァ・ライフ
令和3年2月19日～令和9年2月18日
株式会社フィッシュファーマシー 令和2年3月16日～令和8年3月15日
総合メディカル株式会社 令和3年6月25日～令和9年6月24日
有限会社アドバンスケア 平成28年12月27日～令和4年12月26日
有限会社アダル
平成29年1月1日～令和4年12月31日
株式会社コスモス薬品
令和2年4月24日～令和8年4月23日
有限会社コム
令和3年6月1日～令和9年5月31日
有限会社 メディカルロングサービス 令和3年3月5日～令和9年3月4日
有限会社ＳＨＩＮＳＹＯ
平成29年11月22日～令和5年11月21日
有限会社アップル薬局
令和3年3月9日～令和9年3月8日
堤化学株式会社
平成29年1月1日～令和4年12月31日
ＫＭバイオロジクス株式会社 平成30年7月1日～令和6年6月30日
株式会社熊健社
平成30年1月1日～令和5年12月31日
有限会社ＭＥＴ
平成29年8月1日～令和5年7月31日
ユタカ商事有限会社
令和元年11月13日～令和7年11月12日
株式会社ヨネザワ
平成29年8月8日～令和5年8月7日
株式会社メディカル・アプライアンス 平成29年1月1日～令和4年12月31日

