
圏域 番号 氏名 所属名 〒 所在地 電話

北勢 1 佐藤 宏樹 ほくせい調剤薬局 511-0433 いなべ市北勢町中山字西野１６－７ 0594-72-8680

北勢 2 郷 幸代 はった薬局 511-0432 いなべ市北勢町東村32-10 0594-72-2021

北勢 3 水野 廣人 内堀薬局 511-0038 桑名市内堀１０番地 0594-22-6627

北勢 4 陣田 重子 桑名センター薬局 511-0819 桑名市北別所字福地３９９の８ 0594-27-5800

北勢 5 三木 邦彦 小林薬局桑栄メイト支店 511-0078 桑名市桑栄町２桑栄ビル３階 0594-22-6011

北勢 6 平田 敦子 さんあい薬局 511-0061 桑名市寿町三丁目２５番地 0594-84-6652

北勢 7 水谷 賀典 水谷薬局 511-0819 桑名市大字北別所1197-1 0594-21-0341

北勢 8 五島 尚 みずたに薬局中央店 511－0068 桑名市中央町１－１７－２ 0594-23-7220

北勢 9 渡邉 和久 渡辺薬局 511－0058 桑名市千代田町37番地 0594-23-1131

北勢 10 伊藤 道代 ハッピー薬局 511-0811 桑名市東方593-1 0594-23-6000

北勢 11 平井 宏和 小林薬局星川支店 511-0912 桑名市星川半之木７４０－１ 0594-31-8085

北勢 12 尾崎 成俊 星見ヶ丘調剤薬局 511-0912 桑名市星見ヶ丘３丁目２０３－２ 0594-32-9800

北勢 13 白吉 一美 小林薬局 511-0079 桑名市有楽町62 0594-22-4811

北勢 14 森脇 健太郎 モリワキ薬局 511-0233 員弁郡東員町城山３－２１－１０ 0594-76-7898

北勢 15 羽場 秀弥 ベル調剤薬局 511-0245 員弁郡東員町八幡新田１３９－３ 0594-84-7290

北勢 16 坂 悦子 ばん薬局 510-0953 四日市市采女が丘１丁目１５９ 059-347-5757

北勢 17 海谷 照 ダイガクドー薬局 510-0062 四日市市北浜田町１０－６ 059-352-3583

北勢 18 川口 寿子 くすの木調剤薬局 510－0074 四日市市楠町南五味塚８２４ 059-351-5623

北勢 19 スギヤマ薬局久保田店 510-0821 四日市市久保田一丁目６番５６号 059-350-2121

北勢 20 生川 仁司 エール調剤薬局四日市店 512－0902 四日市市小杉町474－4 059-333-8900
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北勢 21 宇佐美 志子 ウサミ薬局 510-0944 四日市市笹川５丁目６４－１７ 059-321-3980

北勢 22 金山 達哉 なの花薬局清水店 510-0814 四日市市清水町１－１１ サンモール清水１階 059-331-8008

北勢 23 平岡 伸五 平岡回生堂薬局大矢知店 510-8014 四日市市下之宮町３０－１ 059-364-3933

北勢 24 高波 照美 伊吹堂薬局 510-0024 四日市市新浜町18-14 059-331-3565

北勢 25 山路 絢子 やさと調剤薬局 512-8065 四日市市千代田町３０８－５ 059-366-0001

北勢 26 山路 秀雄 やさと調剤薬局 512－8065 四日市市千代田町308－5 059-366-0001

北勢 27 伊藤 淳子 ナロー調剤薬局 510-8001 四日市市天力須賀４－６－８ 059-361-6007

北勢 28 武下 美穂 ナロー調剤薬局 510-8001 四日市市天力須賀４－６－８ 059-361-6007

北勢 29 片上 和則 エンゼル薬局生桑店 512-0911 四日市市生桑町１９６－４ 059-330-1331

北勢 30 出原 素子 かわらざき調剤薬局 512-0911 四日市市生桑町２９６－１ 059-336-6788

北勢 31 大橋 真依 アイセイ薬局西伊倉店 510-0831 四日市市西伊倉町３－１ 059-356-8018

北勢 32 高城 まゆみ たんぽぽ薬局羽津店 510-0016 四日市市羽津山町１１１８の３ 059-330-5530

北勢 33 清水 ゑい子 はづ調剤薬局 510－0016 四日市市羽津山町１５９－３ 059-330-5300

北勢 34 藤戸 淳夫 四日市羽津医療センター 510-0016 四日市市羽津山町１０－８ 059-331-2000

北勢 35 市川 克己 さかべ調剤薬局 512－0904 四日市市東坂部町１３３４－１ 059-330-7755

北勢 36 川口 勝 ひなが調剤薬局 510-0891 四日市市日永西３－１－２０ 059-347-0593

北勢 37 森 理 森薬局 510－0836 四日市市松本３丁目９番１１号 059-359-0800

北勢 38 藤戸 健司 藤戸薬局 510-0066 四日市市南浜田町４－６ 059-354-1292

北勢 39 藤戸 法子 藤戸薬局 510-0066 四日市市南浜田町４－６ 059-354-1292

北勢 40 小野 光子 善快堂薬局山城店 512-8048 四日市市山城町1159-2 059-338-0064

北勢 41 小林 ゆかり さくら薬局鈴鹿神戸店 513-0802 鈴鹿市飯野寺家町829-1 059-381-3800

北勢 42 秋永 飛鳥 さくら薬局鈴鹿神戸店 513-0802 鈴鹿市飯野寺家町829-1 059-381-3800
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北勢 43 浅野 幸子 スギ薬局西条店 513-0802 鈴鹿市飯野寺家町８４３ 059-381-0781

北勢 44 諸岡 伸枝 明倫堂鈴鹿薬局 513-0802 鈴鹿市飯野寺家町８１７－１ 059-381-2300

北勢 45 齊藤 佳代子 サイトウ薬局 510－0205 鈴鹿市稲生４丁目１８－２ 059-386-6715

北勢 46 岡田 圭二 いふな薬局 519－0323 鈴鹿市伊船町2943－2 059-371-6667

北勢 47 石田 和誉 かさど調剤薬局 513－0004 鈴鹿市加佐登２－２０－４８ 059-370-5900

北勢 48 中尾 宏樹 岸岡調剤薬局 513－0226 鈴鹿市岸岡町３４３７番地 059-388-0114

北勢 49 丸山 清子 ファーマライズ薬局鈴鹿店 513-0836 鈴鹿市国府町井口５７－２１ 059-370-3770

北勢 50 松浦 惠子 鈴鹿みなみ薬局 513-0836 鈴鹿市国府町保子里１７５ 059-370-6637

北勢 51 橋本 涼 鈴鹿みなみ薬局 513-0836 鈴鹿市国府町保子里１７５ 059-370-6637

北勢 52 あさひ調剤薬局 513－0809 鈴鹿市西条7－28 059-381-5959

北勢 53 田中 順子 タナカ薬局 513-1123 鈴鹿市下大久保町８１１－２ 059-374-0008

北勢 54 前川 直美 くるみ調剤薬局すずか店 513-0037 鈴鹿市十宮４－２－１１ 059-367-7888

北勢 55 陣田 さつき つばき薬局 510-0243 鈴鹿市白子３丁目14-5 059-388-1135

北勢 56 種村 政樹 本町調剤薬局 510-0242 鈴鹿市白子本町１２－９－１ 059-388-1691

北勢 57 スズカ調剤薬局 高岡店 513－0014 鈴鹿市高岡町６３２－１ 059-381-0700

北勢 58 羽田 恵子 スズカ調剤薬局高岡店 513－0014 鈴鹿市高岡町６３２－１ 059-381-0700

北勢 59 田辺 健志 スズカ調剤薬局高岡店 513-0014 鈴鹿市高岡町６３２－１ 059-381-0700

北勢 60 吉田 眞澄 トミヤ薬局 513-0037 鈴鹿市十宮３－２２－２３ 059-382-6090

北勢 61 金丸 清隆 ホリ薬局 510-0236 鈴鹿市中江島町２０－１５ 059-388-0464

北勢 62 武下 淳史 磯山調剤薬局 510-0257 鈴鹿市東磯山３－１９－２７ 059-380-1100

北勢 63 新美 展彦 磯山調剤薬局 510－0257 鈴鹿市東磯山３－１９－２７ 059-380-1100

北勢 64 中西 昇一 リフレ薬局 513-0814 鈴鹿市東玉垣町1398-2 059-382-3720
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北勢 65 中西 純子 リフレ薬局 513-0814 鈴鹿市東玉垣町１３９８－２ 059-382-3720

北勢 66 仲田 和広 ハロー薬局鈴鹿店 513-0844 鈴鹿市平田１－３－３ 059-375-1061

北勢 67 柴田 朗秀 ハーズ鈴鹿調剤薬局 513-0835 鈴鹿市平野町７７４３－１ 059-375-2500

北勢 68 林 浩司 スズカ調剤薬局 510-0235 鈴鹿市南江島町１４－１ 059-388-2626

北勢 69 南部 佳代子 スズカ調剤薬局白子店 510-0235 鈴鹿市南江島町８－５ 059-368-3939

北勢 70 大西 哲也 スズカ調剤薬局白子店 510-0235 鈴鹿市南江島町８－５ 059-368-3939

北勢 71 谷田 明美 スズカ調剤薬局白子店 510-0235 鈴鹿市南江島町８－５ 059-368-3939

北勢 72 中澤 直美 鈴鹿センター薬局 513-0818 鈴鹿市安塚町６３８－２１ 059-381-2298

北勢 73 米山 裕司 鈴鹿センター薬局 513-0818 鈴鹿市安塚町６３８－２１ 059-381-2298

北勢 74 和田 明久 ふたば薬局矢橋店 513-0036 鈴鹿市矢橋１丁目５－１４ 059-373-5673

北勢 75 紙本 尚子 ふたば薬局 519-0137 亀山市阿野田町１６７４－７ 0595-83-5665

北勢 76 上田 里美 かめやま調剤薬局 519-0111 亀山市栄町萩野1488-315 0595-84-5700

北勢 77 紙本 亮司 ふたば薬局高塚店 519-0119 亀山市高塚町８－７ 0595-84-3515

北勢 78 上荷 裕広 すずらん調剤薬局 519-0122 亀山市東台町1-20 0595-83-4801

北勢 79 谷口 優一 東町薬局 519-0125 亀山市東町１丁目２－１９－１ 0595-98-4780

北勢 80 小阪 孝三 スズカ調剤薬局亀山店 519-0106 亀山市みどり町２６－９ 0595-84-5900

北勢 81 山本 正道 スズカ調剤薬局亀山店 519-0106 亀山市みどり町２６－９ 0595-84-5900

北勢 82 福森 明美 十全薬局 519-0122 亀山市東台町１－４３－２ 0595-83-5830

北勢 83 西井 冨美代 かめやま調剤薬局 519－0111 亀山市栄町萩野１４４８－３１５ 0595-84-5700

中勢伊賀 84 小野 有美子 メディモ調剤薬局 514-0061 津市一身田上津部田1817 059-233-2800

中勢伊賀 85 桐山 直子 ハロー薬局一志店 515-2514 津市一志町小山字鳥居ノ本５２９－６ 059-295-1031

中勢伊賀 86 寺田 幸司 メディモ調剤薬局 514-0061 津市一身田上津部田1817 059-233-2800
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中勢伊賀 87 寺田 裕 メディモ調剤薬局 514-0061 津市一身田上津部田1817 059-233-2800

中勢伊賀 88 大野 真之 三重県薬剤師会会営津調剤薬局 514-0001 津市江戸橋１－１１３ 059-231-1134

中勢伊賀 89 荻野 まゆみ レモン調剤薬局 三重津店 514-0001 津市江戸橋１－１２６－１ 059-236-3131

中勢伊賀 90 野田 明雄 スマイル調剤薬局三重大学病院前 514-0001 津市江戸橋１－１５２－２ 059-233-3410

中勢伊賀 91 畑中 知笑美 スマイル調剤薬局三重大学病院前 514-0001 津市江戸橋１丁目１５２－２ 059-233-3410

中勢伊賀 92 松本 浩次 阪神調剤薬局三重大前店 514-0001 津市江戸橋２－２７ 059-271-9480

中勢伊賀 93 山田 智子 チェリー調剤薬局押加部店 514-0039 津市押加部町６５６－１２ 059-213-8200

中勢伊賀 94 加藤 美鈴 スマイル調剤薬局フェニックス店 514-0016 津市乙部５－３ 059-227-5756

中勢伊賀 95 渋谷 千奈美 コスモス薬局なぎさ店 514-0013 津市海岸町５－１０ 059-253-6018

中勢伊賀 96 小林 輝彦 エンジェルハロー薬局 514-0061 津市上津部田１５０４－２９９ 059-231-9900

中勢伊賀 97 米川 由起子 (一社)三重県薬剤師会薬事情報センター 514-0002 津市香良洲町１７９６－５ 059-228-5995

中勢伊賀 98 林 慎也 たんぽぽ薬局河芸店 510-0303 津市河芸町大字東千里７－２ 059-244-2081

中勢伊賀 99 伊藤 恭子 たんぽぽ薬局河芸店 510-0303 津市河芸町大字東千里７－２ 059-244-2081

中勢伊賀 100 秦 賢司 なの花薬局観音寺店 514-0062 津市観音寺町445-15 059-221-0008

中勢伊賀 101 西部 顕博 ハロー薬局津北店 514-0103 津市栗真中山町２４９－６ 059-236-4489

中勢伊賀 102 松室 泰輔 明薬局 514-2202 津市芸濃町林３５６－１ 059-266-0030

中勢伊賀 103 乾 浩也 こころ調剤薬局 514-2211 津市芸濃町椋本５０６９－７ 059-266-1800

中勢伊賀 104 水谷 岳史 むくもと薬局 514-2211 津市芸濃町椋本９０６－６ 059-266-1300

中勢伊賀 105 水谷 幸代 むくもと薬局 514-2211 津市芸濃町椋本９０６－６ 059-266-1300

中勢伊賀 106 橋本 卓二 さかえ調剤薬局 514-0004 津市栄町１丁目８５７－４ 059-221-2100

中勢伊賀 107 髙田 朋子 イセタニ薬局 514-0063 津市渋見町６３０－２８ 059-225-7761

中勢伊賀 108 羽根 昌江 はね調剤薬局修成店 514-0837 津市修成町１－１９ 059-225-0202
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中勢伊賀 109 岩瀬 陽子 白塚薬局 514-0101 津市白塚町３３８５－１ 平和ビル１０２ 059-273-6450

中勢伊賀 110 川口 容子 南漢方薬局 514-0042 津市新町1丁目１２－５ 059-225-8847

中勢伊賀 111 長谷部 文春 はせべ薬局新町店 514-0042 津市新町二丁目１１－１８ 059-264-7882

中勢伊賀 112 長谷部 ふみ はせべ薬局新町店 514-0042 津市新町二丁目１１－１８ 059-264-7882

中勢伊賀 113 黒田 真理子 ほほえみ柳山薬局 514-0801 津市船頭町津興3391 059-213-3555

中勢伊賀 114 荒木 史郎 高茶屋薬局 514-0819 津市高茶屋５丁目１１－４６ 059-238-0010

中勢伊賀 115 丸林 育世 高茶屋薬局 514-0819 津市高茶屋５丁目11-46 059-238-0010

中勢伊賀 116 浅香 宏子 健やか薬局高野尾店 514-2221 津市高野尾町633-105 059-253-7411

中勢伊賀 117 川北 泰生 つおき薬局 514-0812 津市津興２９１３－４ 059-253-6870

中勢伊賀 118 山田 七陽子 善快堂薬局 514-0035 津市西丸之内10-1 059-228-3993

中勢伊賀 119 前田 貴洋 コスモス薬局 514-0826 津市野田３３－５ 059-237-5278

中勢伊賀 120 藤田 恵美子 調剤薬局アカツカ駅前店 514-0009 津市羽所町３４５ 059-228-2252

中勢伊賀 121 平澤 拓也 調剤薬局アカツカ 514-0009 津市羽所町３４５ 059-228-2252

中勢伊賀 122 長谷部 博子 長谷部薬局 514-0028 津市東丸之内１８－１６ 059-227-0147

中勢伊賀 123 新美 有子 ドレミ薬局 514-1114 津市久居井戸山町８６４－６ 059-254-1300

中勢伊賀 124 本田 明浩 ハロー薬局久居駅メディカルフロア店 514-1118 津市久居新町３００６ポルタひさい２階 059-254-3701

中勢伊賀 125 黒須 寛貴 ハロー薬局久居駅メディカルフロア店 514-1118 津市久居新町３００６ポルタひさい２階 059-254-3701

中勢伊賀 126 瀧 千尋 一志調剤薬局・新町店 514-1118 津市久居新町611-6 059-256-3365

中勢伊賀 127 小林 亮太 久居野村調剤薬局 514-1112 津市久居野村町514-3 059-254-6881

中勢伊賀 128 小林 竜也 （一社）三重県薬剤師会会営久居調剤薬局 514-1101 津市久居明神町２０９３－１ 059-256-6717

中勢伊賀 129 明比 朋子 久居センター薬局 514-1101 津市久居明神町風早2091-1 059-254-1193

中勢伊賀 130 清水 隆也 久居センター薬局 514-1101 津市久居明神町風早2091-1 059-254-1193
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中勢伊賀 131 大久保 梨乃 久居センター薬局 514-1101 津市久居明神町風早2091-1 059-254-1193

中勢伊賀 132 伊豆川 愛 薬局アイファーマシィー明神店 514-1101 津市久居明神町2222-4 059-259-0555

中勢伊賀 133 神保 泰志 太陽薬局 514-0815 津市藤方15番地１ 059-238-1288

中勢伊賀 134 石垣 孝 コスモス薬局つおき店 504-0802 津市三重町津興４３３－２２８ 059-273-5880

中勢伊賀 135 フラワー薬局新町店 514-0043 津市南新町８－２９ 059-222-1193

中勢伊賀 136 岡沢 智也子 くわまち薬局 518-0842 伊賀市上野桑町１５２１－１ 0595-41-2255

中勢伊賀 137 松井 瑞恵 フラワー薬局桑町店 518-0842 伊賀市上野桑町１７７７ 0595-26-1193

中勢伊賀 138 堀之内 奈央 銀座薬局 518-0858 伊賀市上野紺屋町３１６３ 0595-21-0294

中勢伊賀 139 西村 肇 いが調剤薬局 518-0863 伊賀市上野新町２７５６－１ 0595-24-5660

中勢伊賀 140 森田 早智 いが調剤薬局 518-0863 伊賀市上野新町２７５６－１ 0595-24-5660

中勢伊賀 141 山野 隆介 いが調剤薬局 518-0863 伊賀市上野新町２７５６－１ 0595-24-5660

中勢伊賀 142 井本 吉隆 有限会社 井本薬局 518-0831 伊賀市上野農人町４２５ 0595-21-0269

中勢伊賀 143 中尾 法郎 かしわの薬局 519-1415 伊賀市柏野字西沖６０７－１ 0595-45-8555

中勢伊賀 144 萩原 勝 なかよし調剤薬局久米店 518-0843 伊賀市久米町大坪６６６ 0595-26-0064

中勢伊賀 145 藤澤 万純 おだいじに薬局 519-1412 伊賀市下柘植999-5 0595-45-6500

中勢伊賀 146 森永 達彦 おだいじに薬局 519-1412 伊賀市下柘植９９９－５ 0595-45-6500

中勢伊賀 147 奥澤 稔治 おはよう薬局服部店 518-0007 伊賀市服部町２－９６－１ 0595-24-0931

中勢伊賀 148 久留宮 智子 フラワー薬局服部店 518-0007 伊賀市服部町3丁目102番地 0595-26-4300

中勢伊賀 149 橋詰 英悟 なかよし調剤薬局阿山店 518-1313 伊賀市馬場１１２２－２ 0595-43-1660

中勢伊賀 150 恒岡 美千代 長尾調剤薬局 518-0830 伊賀市平野城北町１２４ 0595-24-0166

中勢伊賀 151 寺嶋 真理 赤井薬局桔梗が丘店 518-0624 名張市桔梗が丘４－１－２７ 0595-44-6280

中勢伊賀 152 赤井 佐和子 赤井薬局桔梗が丘店 518-0624 名張市桔梗が丘４－１－２７ 0595-44-6280
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中勢伊賀 153 森田 友基 ジップドラッグ桔梗が丘薬局 518-0627 名張市桔梗が丘７番町３街区１８１３－８ 0595-67-2225

中勢伊賀 154 濃野 伸子 赤井薬局鴻之台店 518-0702 名張市鴻之台２－８８ 0595-64-8934

中勢伊賀 155 丹羽 章一郎 エンゼル薬局名張店 518-0702 名張市鴻之台２番町４１ 0595-48-7770

中勢伊賀 156 西川 美保 赤井薬局中央店 518-0703 名張市鴻之台３－３１ 0595-62-0280

中勢伊賀 157 西出 晴香 赤井薬局中央店 518-0703 名張市鴻之台３－３１ 0595-62-0280

中勢伊賀 158 西田 江里子 しらゆり薬局夏見店 518-0441 名張市夏見３２７３－１ 0595-62-4193

中勢伊賀 159 三村 英巳 フラワー薬局夏見店 518-0441 名張市夏見３２７４－１ 0595-62-1193

中勢伊賀 160 丹羽 紘子 フラワー薬局夏見店 518-0441 名張市夏見３２７４－１ 0595-62-1193

中勢伊賀 161 堀内 諭 堀内薬局 518-0718 名張市丸之内７３番地 0595-63-0725

中勢伊賀 162 山口 美香 イオン薬局名張店 518-0725 名張市元町３７６ 0595-61-2439

南勢志摩 163 阪口 文香 センター薬局済生会病院前店 515-0003 松阪市朝日町１区１０－２７ 0598-50-3433

南勢志摩 164 水本 琢人 センター薬局済生会病院前店 515-0003 松阪市朝日町１区１０－２７ 0598-50-3433

南勢志摩 165 杉坂 玉枝 万弁堂薬局 515-1411 松阪市飯南町粥見３７６２番地 0598-32-2250

南勢志摩 166 坂井 幸代 さかい薬局 515-2325 松阪市嬉野中川新町２－３６ 0598-42-2218

南勢志摩 167 平野 治久 平野薬局 515-2325 松阪市嬉野中川新町４－６９ 0598-42-4987

南勢志摩 168 森本 佐知子 はあと薬局在宅センター 515-0045 松阪市駅部田２３３－１ 0598-21-0960

南勢志摩 169 石橋 昌夫 めぐみ調剤薬局 515-0001 松阪市大口町字西１５５－１ 0598-50-0278

南勢志摩 170 川北 まゆら 小津薬局 515-2114 松阪市小津町２５３－３ 0598-56-6300

南勢志摩 171 阪井 一美 とまと薬局 515-0041 松阪市上川町２１９４－１６ 0598-61-1012

南勢志摩 172 中川 まいこ センター薬局中央病院前店 515-0818 松阪市川井町１８５－２ 0598-25-6333

南勢志摩 173 杉坂 愛咲 なの花薬局川井町店 515-0814 松阪市久保田町字南沖５－１３ 0598-25-2600

南勢志摩 174 谷島 勇人 ファーコス薬局大光 515-0043 松阪市下村町５６４－４ 0598-60-1117
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南勢志摩 175 橋本 千保 ファーコス薬局大光 515-0043 松阪市下村町５６４－４ 0598-60-1117

南勢志摩 176 土性 妃佐都 スマイル調剤薬局下村店 515-0043 松阪市下村町997-3 0598-60-2631

南勢志摩 177 水本 あつみ 水本薬局 515-2343 松阪市小阿坂町192-4 0598-58-0360

南勢志摩 178 荒木 美穂 イワオ薬局 515-1204 松阪市小片野町１２４８－１ 0598-34-0030

南勢志摩 179 上村 武 なかや薬局 515-0075 松阪市新町８４４ 0598-21-0274

南勢志摩 180 片岡 智子 本木薬局中央店 515-0019 松阪市中央町５０７－１ 0598-52-6640

南勢志摩 181 向田 誠 センター薬局市民病院前店 515-0073 松阪市殿町1580-1 0598-22-2355

南勢志摩 182 髙岡 佳代 センター薬局市民病院前店 515-0073 松阪市殿町1580-1 0598-22-2355

南勢志摩 183 金児 あかね センター薬局市民病院前店 515-0073 松阪市殿町１５８０－１ 0598-22-2355

南勢志摩 184 市川 愛子 センター薬局市民病院前店 515-0073 松阪市殿町１５８０－１ 0598-22-2355

南勢志摩 185 藤本 晃子 センター薬局市民病院前店 515-0073 松阪市殿町１５８０－１ 0598-22-2355

南勢志摩 186 丸山 恭子 ヒシナカ薬局 515-0084 松阪市日野町５８３ 0598-22-4136

南勢志摩 187 中村 文彦 金時堂薬局 515-0036 松阪市平生町２９ 0598-21-0531

南勢志摩 188 松野 誠子 松野薬局 515-0802 松阪市猟師町８１６ 0598-51-3445

南勢志摩 189 平野 寿紀 平野治平薬局 515-2131 松阪市六軒町５９ 0598-51-0132

南勢志摩 190 平野 千晶 平野治平薬局 515-2131 松阪市六軒町５９ 0598-51-0132

南勢志摩 191 中西 玲子 いわぶち・調剤薬局 516-0037 伊勢市岩渕２丁目８－３４ 0596-20-5072

南勢志摩 192 菅原 真理子 すこやか薬局 516-0062 伊勢市浦口４丁目２－１９ 0596-20-5025

南勢志摩 193 おかげ薬局伊勢病院前店 516-0014 伊勢市楠部町３０３９ 0596-21-5188

南勢志摩 194 門山 史 おかげ薬局伊勢病院前店 516-0014 伊勢市楠部町３０３９ 0596-21-5188

南勢志摩 195 小西 里香 おかげ薬局伊勢病院前店 516-0014 伊勢市楠部町３０３９ 0596-21-5188

南勢志摩 196 小池 雅子 おかげ薬局伊勢病院前店 516-0014 伊勢市楠部町３０３９ 0596-21-5188
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南勢志摩 197 髙山 朋子 伊勢度会調剤薬局 516-0014 伊勢市楠部町３０３９ 0596-26-2131

南勢志摩 198 楠木 謙一 くすき調剤薬局 516-0007 伊勢市小木町471番地1 0596-35-0090

南勢志摩 199 平間 知己 くすき調剤薬局 516-0007 伊勢市小木町471番地1 0596-35-0090

南勢志摩 200 強力 ゆかり 田中病院 516-0078 伊勢市曽祢１丁目７－２１ 0596-25-3111

南勢志摩 201 山口 貴史 ライフ薬局西豊浜店 515-0505 伊勢市西豊浜町１１０－２ 0596-38-2700

南勢志摩 202 稲葉 潤一郎 ライフ薬局西豊浜店 515-0505 伊勢市西豊浜町110-2 0596-38-2700

南勢志摩 203 谷村 学 伊勢赤十字病院 516-8512 伊勢市船江1丁目471番地２ 0596-28-2171

南勢志摩 204 菅原 克敏 明倫堂宮町薬局 516-0805 伊勢市御園町高向６８６－１０ 0596-20-5400

南勢志摩 205 河井 亜希 第一調剤㈱村田調剤薬局ハート店 516-0804 伊勢市御薗町長屋２００２－１ 0596-20-6711

南勢志摩 206 古閑 健二郎 第一調剤㈱村田調剤薬局みそのショッピングセンター店 516-0804 伊勢市御薗町長屋２０５１ 0596-27-2225

南勢志摩 207 髙橋 康三 第一調剤㈱村田調剤薬局ハート店 516-0804 伊勢市御薗町長屋２００２－１ 0596-20-6711

南勢志摩 208 村島 一敏 さくら薬局伊勢御薗店 516-0804 伊勢市御薗町長屋２２１２ 0596-65-7760

南勢志摩 209 山際 理惠 志摩センター薬局 517-0501 志摩市阿児町鵜方１２６２－１ 0599-46-0777

南勢志摩 210 奥田 薫 志摩センター薬局 517-0501 志摩市阿児町鵜方１２６２－１ 0599-46-0777

南勢志摩 211 上村 千津留 大木薬局鵜方店 517-0501 志摩市阿児町鵜方３０１６－２４ 0599-44-3725

南勢志摩 212 宮本 威 鵜方調剤薬局 517-0501 志摩市阿児町鵜方４０４９－６ 0599-43-5211

南勢志摩 213 瀬古 珠緒 鵜方調剤薬局 517-0501 志摩市阿児町鵜方４０４９－６ 0599-43-5211

南勢志摩 214 岡本 真理子 かんひちや薬局鵜方店 517-0501 志摩市阿児町鵜方５０１６ 0599-44-1911

南勢志摩 215 吉田 敦 かんひちや薬局鵜方店 517-0501 志摩市阿児町鵜方５０１６ 0599-44-1911

南勢志摩 216 長島 誠 伊勢調剤薬局磯部店 517-0214 志摩市磯部町迫間３６７－３ 0599-56-0030

南勢志摩 217 伊﨑 淸子 伊藤薬局 517-0701 志摩市志摩町片田２９８３ 0599-85-2012

南勢志摩 218 伊﨑 周二 伊藤薬局 517-0701 志摩市志摩町片田２９８３ 0599-85-2012
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南勢志摩 219 梶間 朋子 ヤマジ薬局 517-0603 志摩市大王町波切1992-3 0599-72-3001

南勢志摩 220 大木 由美子 大木薬局浜島店 517-0404 志摩市浜島町浜島３２１９ 0599-53-0215

南勢志摩 221 西井 貴由記 かんひちや薬局南張店 517-0501 志摩市浜島町南張６－６ 0599-54-0077

南勢志摩 222 上村 肇 うえむら薬局 517-0011 鳥羽市鳥羽４－１３－２ 0599-21-1193

南勢志摩 223 小瀬古 理佳 うえむら薬局 517-0011 鳥羽市鳥羽４丁目１３－２ 0599-21-1193

南勢志摩 224 水井 英生 うえむら薬局 517-0011 鳥羽市鳥羽４丁目１３－２ 0599-21-1193

南勢志摩 225 中西 万喜子 かんひちや薬局病院前店 516-0101 度会郡南伊勢町五ヶ所浦３９７７ 0599-66-1228

南勢志摩 226 西井 政彦 宿田曽調剤薬局 516-0222 度会郡南伊勢町田曽浦３８４５－１ 0599-69-8020

南勢志摩 227 紙谷 英介 宿田曽調剤薬局 516-0222 度会郡南伊勢町田曽浦３８４５－１ 0599-69-8020

南勢志摩 228 藤本 泰史 ファーコス薬局おおだい 519-2423 多気郡大台町新田２００－６ 0598-85-7007

南勢志摩 229 辻 由紀子 つじさい薬局大淀寺前店 515-0302 多気郡明和町大淀寺前２４１８－７ 0596-55-6830

東紀州 230 石淵 幹人 イシブチ薬局古戸センター 519-3653 尾鷲市上野町５－３９ 0597-23-1010

東紀州 231 松尾 和毅 イシブチ薬局古戸センター 519-3653 尾鷲市上野町５－３９ 0597-23-1010

東紀州 232 清川 嗣晃 清川薬局サレド店 519-3615 尾鷲市中央町１０－２２ 0597-22-4549

東紀州 233 清川 洋光 清川薬局サレド店 519-3615 尾鷲市中央町10-22 0597-22-4549

東紀州 234 中西 賢太郎 いぶき薬局 519-4324 熊野市井戸町4972-1 0597-88-2002

東紀州 235 清川 健治 あおぞら薬局 519-3406 北牟婁郡紀北町相賀１９３７－９ 0597-32-4055

東紀州 236 清川 治 あおぞら薬局 519-3406 北牟婁郡紀北町相賀１９３７－９ 0597-32-4055

東紀州 237 西田 誉志 あたわ調剤薬局 519-5204 南牟婁郡御浜町阿田和５１８９－７ 05979-3-0710


