
圏域 氏名 所属名 〒 所在地

北勢 森脇 敏子 モリワキ薬局 511-0233 員弁郡東員町城山3-21-10

北勢 鈴村 雅之 モリワキ薬局 511-0233 員弁郡東員町城山3-21-10

北勢 名和 真由美 スギ薬局七和店 511-0947 桑名市大仲新田424

北勢 渡辺 啓子 桑名西医療センター 511-0819 桑名市北別所416-1

北勢 田中 洋子 大山田調剤薬局 511-0904 桑名市野田3-19-3

北勢 伊藤 秀範 小林薬局星川支店 511-0912 桑名市星川半之木740-1

北勢 伊藤 久美子 桑名西医療センター 511-0819 桑名市北別所416-1

北勢 生川 貴規 羽津中薬局 510-0002 四日市市羽津中1-5-17

北勢 後藤 喜代 ふじハート調剤薬局 510-0956 四日市市貝家町303-4

北勢 近藤 正弥 近藤団地薬局 510-0945 四日市市高花平3-1-62

北勢 朝香 美香 医療法人社団主体会 主体会病院 510-0823 四日市市城北町8-1

北勢 牧 則繁 まき調剤薬局 510-0048 四日市市中納屋町1-3

北勢 山本 えり香 おぐら薬局 510-0101 四日市市楠町小倉767-2

北勢 田中 誠治 楠薬局 510-0101 四日市市楠町小倉屋敷浜423-2

北勢 長谷川 和子 長谷川薬局 510-0104 四日市市楠町南五味塚846

北勢 奥谷 葵 なの花薬局日永北店 510-0891 四日市市日永西1-4546-6

北勢 矢田 智子 フラワー薬局富州原店 510-8016 四日市市富州原町16-3

北勢 伊藤 伸行 ドリーム薬局 510-8027 四日市市茂福777-4

北勢 江川 治美 うねめ薬局 510-0954 四日市市釆女町字名倉1798-18

北勢 山本 明子 キョーワ調剤薬局四日市店 510-0821 四日市市久保田1-3-11

北勢 林 友紀 キョーワ調剤薬局四日市店 510-0821 四日市市久保田1-3-11

北勢 三浦 弘臣 さんあい薬局河原田店 510-0874 四日市市河原田町今宿2360-4

北勢 中嶋 恵津子 スギ薬局四日市泊店 510-0883 四日市市泊小柳町4-5

北勢 中西 由利子 スギヤマ薬局久保田店 510-0821 四日市市久保田1-6-56

北勢 青木 一徳 スワ薬局東日野店 510-0942 四日市市東日野町354-1

北勢 相松 定子 スワ薬局東日野店 510-0942 四日市市東日野町354-1

北勢 開原 文子 ナカムラ薬局ときわ店 510-0834 四日市市ときわ5-1-19

北勢 河原 千賀子 ファミリーサポート薬局海蔵店 510-0805 四日市市東阿倉川497-2

北勢 内田 朋子 三重聖十字病院 510-1232 三重郡菰野町宿野1219-1

北勢 竹内 紀久男 けやき薬局 510-1253 三重郡菰野町潤田1197-1

北勢 山川 卓哉 鈴鹿中央総合病院 513-8630 鈴鹿市安塚町山之花1275-53

北勢 杉浦 裕子 杉浦薬局県道店 513-0004 鈴鹿市加佐登3-13-1

北勢 宮嶋 基樹 クスリのアオキ算所薬局 513-0806 鈴鹿市算所2-7-20

北勢 片岡 康 いちご調剤薬局 513-0809 鈴鹿市西条1-19-22
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北勢 藤本 修嗣 あさひ調剤薬局 513-0809 鈴鹿市西条7-28

北勢 長谷川 正俊 みだ調剤薬局 513-0053 鈴鹿市中箕田町1124-7

北勢 高橋 由美 旭が丘調剤薬局 510-0211 鈴鹿市東旭が丘3-2-8

北勢 宮崎 将臣 旭が丘調剤薬局 510-0211 鈴鹿市東旭が丘3-2-8

北勢 川添 愛梨 磯山調剤薬局 510-0257 鈴鹿市東磯山三丁目19-27

北勢 武内 恵子 白子ウィメンズホスピタル 510-0235 鈴鹿市南江島町9-15

北勢 吉田 純子 スギ薬局西条店 513-0802 鈴鹿市飯野寺家町843

北勢 浮氣 良太 ハロー薬局鈴鹿店 513-0844 鈴鹿市平田1-3-3

北勢 本田 裕加 ハロー薬局鈴鹿店 513-0844 鈴鹿市平田1-3-3

北勢 奥村 慎悟 旭が丘調剤薬局 510-0211 鈴鹿市東旭が丘3-2-8

北勢 川副 照子 健康館サニー薬局 510-0243 鈴鹿市白子4-16-6

北勢 水谷 仁美 スギ薬局アクシス鈴鹿店 513-0813 鈴鹿市北玉垣町中野801

北勢 田中 俊輔 たいよう調剤薬局桜島店 513-0817 鈴鹿市桜島町6-20-5

北勢 木村 匡男 鈴鹿回生病院 513-8505 鈴鹿市国府町字保子里112

北勢 三輪 高市 鈴鹿医療科学大学薬学部 513-8670 鈴鹿市南玉垣町3500-3

北勢 野﨑 潤一 川崎薬局 519-0212 亀山市能褒野町79-21

北勢 上荷 匡洋 すずらん調剤薬局 519-0122 亀山市東台町1-20

北勢 岡 英紀 天神薬局 519-0142 亀山市天神2-3-7

北勢 廣角 良治 十全薬局 519-0122 亀山市東台町1-43-2

中勢伊賀 菰生 純代 コスモス薬局長岡店 514-0064 津市長岡町800-286

中勢伊賀 川本 朋永 なの花薬局河芸店 510-0305 津市河芸町中別保314-4

中勢伊賀 西口 真里 フラワー薬局西丸之内店 514-0035 津市西丸之内14-15

中勢伊賀 鈴木 和佳子 大門病院 514-0027 津市大門1-3

中勢伊賀 菊田 裕介 ジップドラッグ千里薬局 510-0301 津市河芸町西千里275-1

中勢伊賀 五十川 弓子 三重調剤薬局河芸店 510-0314 津市河芸町浜田688-8

中勢伊賀 雨皿 千鶴代 あめさら耳鼻咽喉科 514-0062 津市観音寺町799-7

中勢伊賀 熊谷 実紀 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

中勢伊賀 松島 啓 一志調剤薬局・新町店 514-1118 津市久居新町611-6

中勢伊賀 中川 信之 一志調剤薬局・中町店 514-1107 津市久居中町176-2

中勢伊賀 大西 智子 一志調剤薬局・中町店 514-1107 津市久居中町176-2

中勢伊賀 岩中 秀樹 スギ薬局芸濃店 514-2214 津市芸濃町萩野上田野3374-4

中勢伊賀 髙村 康 三重県薬剤師会会営津調剤薬局 514-0001 津市江戸橋1-113

中勢伊賀 水谷 栄梨 三重大学医学部附属病院 514-8507 津市江戸橋2-174

中勢伊賀 堀内 桂子 三重大学医学部附属病院 514-8507 津市江戸橋2-174
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中勢伊賀 重面 匡宏 コスモス薬局つおき店 514-0802 津市三重町津興433-228

中勢伊賀 南 寿 南漢方薬局 514-0042 津市新町1-12-5

中勢伊賀 湯浅 將平 ほほえみ柳山薬局 514-0801 津市船頭町津興3391

中勢伊賀 山内 貴子 三重病院 514-0125 津市大里窪田町357

中勢伊賀 裏川 祐加 フラワー薬局一志店 515-3133 津市白山町南家城613-5

中勢伊賀 瀬川 勲 チェリー調剤薬局ライム店 514-0823 津市半田1364-20

中勢伊賀 陣田 純子 調剤薬局アカツカ半田店 514-0823 津市半田平木202-4

中勢伊賀 田中 仁美 やまびこ薬局 514-2106 津市美里町足坂字石田165-2

中勢伊賀 中川 美奈子 はね調剤薬局 514-0075 津市片田志袋町487-4

中勢伊賀 赤井 一彦 赤井薬局中央店 518-0703 名張市鴻之台３番町31

中勢伊賀 堀内 典子 堀内薬局 518-0718 名張市丸之内73

中勢伊賀 堀内 悠 堀内薬局 518-0718 名張市丸之内73

中勢伊賀 小沢 悟 きりがおか保険薬局 518-0225 伊賀市桐ケ丘3-328

中勢伊賀 廣田 育史 ヒロタ薬局 518-0825 伊賀市小田町215

中勢伊賀 稲田 雅英 まちかど薬局 518-0873 伊賀市上野丸之内10-10

中勢伊賀 稲田 和美 まちかど薬局 518-0873 伊賀市上野丸之内10-10

中勢伊賀 田中 哲生 薬局㈲山城屋大薬房 518-1408 伊賀市畑村1897-2

中勢伊賀 福森 和俊 伊賀市立上野総合市民病院 518-0823 伊賀市四十九町831

中勢伊賀 辻極 美智子 第一調剤㈱村田調剤薬局桑町店 518-0842 伊賀市上野桑町1802-1

中勢伊賀 奥山 陽子 フラワー薬局上野中央店 518-0822 伊賀市問屋町75

南勢志摩 小林 淳 スズカ調剤薬局五反田店 515-0822 松阪市大足町671-4

南勢志摩 庄村 元希 なの花薬局川井町店 515-0814 松阪市久保田町5-13

南勢志摩 大西 良二 のぞみ薬局 515-0043 松阪市下村町525-10

南勢志摩 平野 多恵 平野薬局中川店 515-2325 松阪市嬉野中川新町4-69

南勢志摩 中野 智喜 ミント薬局 515-2325 松阪市嬉野中川新町2-57

南勢志摩 吉川 侑汰 やまゆり薬局 515-2325 松阪市嬉野中川新町1-8

南勢志摩 山本 恭司 なの花薬局鎌田店 515-0005 松阪市鎌田町217-16

南勢志摩 中森 亜湖 やまゆり薬局 515-2325 松阪市嬉野中川新町1-8

南勢志摩 金森 梓 やまゆり薬局 515-2325 松阪市嬉野中川新町1-8

南勢志摩 絈井 美穂 セイムス梅村学園前薬局 515-0044 松阪市久保町1456-4

南勢志摩 川口 幸代 セイムス梅村学園前薬局 515-0044 松阪市久保町1456-4

南勢志摩 荻田 幾美 はあと薬局 515-0062 松阪市小黒田町251-6

南勢志摩 石倉 沙耶 なの花薬局おかわち店 515-1105 松阪市大河内町字大垣戸772-3

南勢志摩 村瀬 広和 いせ本町薬局 516-0074 伊勢市本町3-15
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南勢志摩 西岡 絢子 ココカラファイン薬局曽祢店 516-0078 伊勢市曽祢1-13-5

南勢志摩 田中 匠 ココカラファイン薬局曽祢店 516-0078 伊勢市曽祢1-13-5

南勢志摩 織戸 るり子 ココカラファイン薬局曽祢店 516-0078 伊勢市曽祢1-13-5

南勢志摩 飯田 貴子 調剤薬局キタオカ宮後店 516-0072 伊勢市宮後3-779-6

南勢志摩 柴田 暁里 調剤薬局キタオカ宮後店 516-0072 伊勢市宮後3-779-6

南勢志摩 駒田 景子 市立伊勢総合病院 516-0014 伊勢市楠部町3038

南勢志摩 宇田 純 伊勢調剤薬局八間通店 516-0008 伊勢市船江1-2-35

南勢志摩 後久 正昭 髙村調剤薬局 516-0014 伊勢市楠部町202-12

南勢志摩 増田 竜大 市立伊勢総合病院 516-0014 伊勢市楠部町3038

南勢志摩 北川 由基子 市立伊勢総合病院 516-0014 伊勢市楠部町3038

南勢志摩 星崎 彩加 市立伊勢総合病院 516-0014 伊勢市楠部町3038

南勢志摩 長谷川 真耶 市立伊勢総合病院 516-0014 伊勢市楠部町3038

南勢志摩 山下 典子 大木薬局鵜方店 517-0501 志摩市阿児町鵜方3016-24

南勢志摩 大山 真知子 かんひちや薬局越賀店 517-0704 志摩市志摩町越賀1691-7

南勢志摩 西井 明美 かんひちや薬局病院前店 516-0101 度会郡南伊勢町五ケ所浦3977

南勢志摩 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

南勢志摩 西村 郁美 玉城町国民健康保険玉城病院 519-0414 度会郡玉城町佐田881

南勢志摩 成瀬 慶介 玉城調剤薬局岡村店 519-0406 度会郡玉城町岡村484-4

南勢志摩 丸田 浩史 玉城町国民健康保険玉城病院 519-0414 度会郡玉城町佐田881

南勢志摩 渡井 孝幸 クオール薬局三重南店 519-2704 度会郡大紀町阿曽2267

東紀州 山下 太郎 山下薬局林町店 519-3612 尾鷲市林町13-18

東紀州 大草 さつき イシブチ薬局 519-3611 尾鷲市朝日町9-25

東紀州 北野 裕規 うまどめ薬局 519-4324 熊野市井戸町614-6

東紀州 北野 雅章 神志山駅前薬局 519-5203 南牟婁郡御浜町下市木4649-88

東紀州 東 恵子 ヒガシ薬局 519-5202 南牟婁郡御浜町志原1845-27

東紀州 東 守久 ヒガシ薬局尾呂志店 519-5322 南牟婁郡御浜町上野67


