
桑名地区薬剤師会

12名

氏名 薬局名 電話

森脇　敏子 モリワキ薬局 0594-76-7898

水谷　賀典 水谷薬局 0594-21-0341

日比　伸行 ひび薬局 0594-41-3350

森脇　健太郎 モリワキ薬局 0594-76-7898

平田　敦子 さんあい薬局京橋店 0594-25-3988

白吉　一美 小林薬局 0594-22-4811

川瀬　裕巳 さんあい薬局 0594-31-7400

田崎　文昭 東方調剤薬局 0594-23-1777

高木　純子 エンゼル薬局多度駅前店 0594-49-3633

東條　真大 エンゼル薬局大安店 0594-87-0077

野々山　英人 モリワキ薬局 0594-76-7898

諸戸　菜保子 内堀薬局 0594-22-6627

四日市薬剤師会

15名

氏名 薬局名 電話

木島　広如 エンゼル薬局　大羽根店 059-358-2889

赤枝　香里 ふじハート調剤薬局 059-320-3300

三浦　弘臣 さんあい薬局　河原田店 059-329-7510

上荷　匡洋

武下　美穂 ナロー調剤薬局 059-361-6007

伊藤　淳子 ナロー調剤薬局 059-361-6007

高城　まゆみ たんぽぽ薬局　羽津店 059-330-5530



吉田　尚史 スギヤマ薬局久保田店 059-350-2100

平　安幸 ふたば薬局　川島店 059-320-2737

川口　勝 ひなが調剤薬局 059-347-0593

後藤　喜代 ふじハート調剤薬局 059-320-3300

田中　誠治 楠薬局 059-398-2666

南　翔太 エール調剤薬局四日市店 059-333-8900

宮﨑　さおり ふじハート調剤薬局 059-320-3300

三輪　千夏 エール調剤薬局Fuji 059-326-7100

　鈴鹿亀山薬剤師会

42名

氏名 薬局名 電話

新井　孝史 まめのき薬局 059-384-8523

磯貝　正人 鈴鹿みなみ薬局 059-370-6637

上荷　裕広 すずらん調剤薬局 0595-83-4801

小阪　孝三 スズカ調剤薬局 亀山店 0595-84-5900

小林　ゆかり さくら薬局 鈴鹿神戸店 059-381-3800

志浦　健文 エンゼル薬局平野店 059-375-2500

柴田　朗秀 クスリのアオキ算所薬局 059-373-4438

杉浦　裕子 杉浦薬局 県道店 059-378-1400

鈴木　雅博 うぐいす薬局 0595-83-5575

田辺　健志 スズカ調剤薬局　高岡店 059-381-0700

谷口　優一 東町薬局 0595-98-4780

玉村　眞治 玉村薬局若松店 059-395-0090

中澤　直美 鈴鹿センター薬局 059-381-2298

中西　純子 リフレ薬局 059-382-3720



中西　昇一 リフレ薬局 059-382-3720

西脇  宏 ファーマライズ薬局鈴鹿店 059-370-3770

林　浩司 スズカ調剤薬局 059-388-2626

早麻　奈美子 　 イオン薬局 鈴鹿店 059-370-0645

山田　康裕 けやき調剤薬局 059-380-6770

山本　正道 スズカ調剤薬局 亀山店 0595-84-5900

吉成　正太郎 スズカ調剤薬局稲生店 059-386-0006

山田　将伍 エール調剤薬局 059-388-1010

上田　里美 かめやま調剤薬局 0595-84-5700

岡田　圭二 いふな薬局 059-371-6667

藤本　宜子 あさひ調剤薬局 059-381-5959

藤本　修嗣 あさひ調剤薬局 059-381-5959

加藤　貴之 すずらん調剤薬局 0595-83-4801

金丸　清隆  ホリ薬局 059-388-0464

武下　淳史 磯山調剤薬局 059-380-1100

西林　知紀 フラワー薬局　鈴鹿店 059-380-6693

廣角　良治 十全薬局 0595-83-5830

福森　明美 十全薬局 0595-83-5830

谷田　明美 スズカ調剤薬局白子店 059-368-3939

谷口　康雄 健やか薬局野町店 059-380-1700

松浦　惠子 鈴鹿みなみ薬局 059-370-6637

若生　美樹 西条調剤薬局 059-382-7751

折見　敏英 ふじ調剤薬局 059-381-3331

金丸　航介 ホリ薬局 059-388-0464

佐野　怜美 あさひ調剤薬局 059-381-5959

中村　勇太 スズカ調剤薬局白子店 059-368-3939



武藤　知永子 おかだ調剤薬局 059-367-3377

山崎　拓也 鈴鹿みなみ薬局 059-370-6637

　津　薬剤師会

33名

氏名 薬局名 電話

宮田　香織 スギ薬局久居インターガーデン店 059-254-5270

末澤　千恵 調剤薬局アカツカ津駅前店 059-228-2252

藤田　恵美子 調剤薬局アカツカ津駅前店 059-228-2252

田中　亜弥 津調剤薬局 059-231-1134

奥田　好香 津調剤薬局 059-231-1134

奥野　誠 津新町調剤薬局 059-226-7009

松島　啓 一志調剤薬局新町店 059-256-3365

小林　竜也 久居調剤薬局 059-256-6717

乾　浩也 こころ調剤薬局 059-266-1800

小野　有美子 メディモ調剤薬局 059-233-2800

五十川　弓子 三重調剤薬局河芸店 059-244-0328

坂本　こずえ セイムス津垂水薬局 059-213-9393

山田　智子 チェリー調剤薬局押加部店 059-213-8200

川本　朋永 なの花薬局河芸店 059-244-0001

野田　明雄 スマイル調剤薬局三重大学病院前 059-233-3410

長谷部　文春 長谷部薬局 059-264-7882

長谷部　ふみ 長谷部薬局 059-264-7882

今井　裕美 スマイル調剤薬局フェニックス店 059-227-5756

大野　真之 津調剤薬局 059-231-1134

秦　賢司 なの花薬局　観音寺店 059-221-0008



向井　文美 ドレミ薬局 059-254-1300

松室　奏輔 明薬局 059-266-0030

石垣　孝 コスモス薬局つおき店 059-273-5880

浅香　宏子 健やか薬局高野尾店 059-253-7411

五十川　定東 三重調剤薬局 059-227-7088

大川　舞 津調剤薬局 059-231-1134

川北　泰生 つおき薬局 059-253-6870

重面　匡宏 コスモス薬局本店 059-237-5278

瀧　千尋 一志調剤薬局新町店 059-256-3365

新美　有子 ドレミ薬局 059-254-1300

長谷部　智春 スギ薬局久居新町店 059-254-3115

林　広成 津調剤薬局 059-231-1134

水口　恵理 西が丘薬局 059-226-0102

松阪地区薬剤師会

7名

氏名 薬局名 電話

水田　　健 ひかり薬局 0598-30-4600

阪井　一美 とまと薬局 0598-61-1012

瀬尾　絵里子 桜木記念病院 0598-21-5522

西　　美香 スマイル調剤薬局下村店 0598-60-2631

川北　まゆら 小津薬局 0598-56-6300

澤田　陽子 さわだ薬局相可店 0598-38-7700

橋本　千保 ファーコス薬局大光 0598-60-1117



　伊勢　薬剤師会

11名

氏名 薬局名 電話

近藤　利佳 藤里薬局 0596-25-0505

浜畑　晶子 ココカラファイン薬局 　ミタス伊勢店 0596-21-2061

長島　誠 伊勢調剤薬局　岩渕店 0596-23-2020

村瀬　広和 いせ本町薬局 0596-20-8110

山口　貴史 ライフ薬局西豊浜店 0596-38-2700

岩本　直美 チェリー調剤薬局黒瀬店 0596-20-1551

大西　敦 さくら薬局伊勢玉城店 0596-58-8931

河井　栄作 高村調剤薬局 0596-20-2510

澤田　純一 さわだ薬局栄町店 0596-58-0022

高橋　康三 村田調剤薬局ハート店 0596-20-6711

西岡　絢子 ココカラファイン薬局曽祢店 0596-20-8286

鳥羽志摩薬剤師会

3名

氏名 薬局名 電話

広野　千草 とばや薬局 0599-55-0181

加藤　亮太 ひかり調剤薬局 0599-44-5100

上村　肇 うえむら薬局 0599-21-1193

　伊賀薬剤師会

6名

氏名 薬局名 電話

寺嶋真理 赤井薬局桔梗が丘店 0595-44-6280



森田友基 赤井薬局中央店 0595-62-0280

田中哲生 薬局（有）山城屋大薬房 0595-47-0050

村上　博之 ききょう薬局 0595-67-1333

稲垣　真弓 フラワー薬局島ヶ原店 0595-59-9311

三村　英巳 フラワー薬局夏見店 0595-62-1193

　　紀北　薬剤師会

4名
氏名 薬局名 電話

大草　さつき イシブチ薬局 0597-22-2321

清川　洋光 清川薬局サレド店 0597-22-4549

清川　嗣晃 清川薬局サレド店 0597-22-4549

清川　治 あおぞら薬局 0597-32-4055

　紀南　薬剤師会

3名

氏名 薬局名 電話

中西　賢太郎 いぶき薬局 0597-88-2002

北野　裕規 うまどめ薬局 0597-88-0680

西田　誉志 あたわ調剤薬局 05979-3-0710

　みえ吸入指導薬剤師の会

31名

氏名 薬局名 電話

田中　純子 鈴鹿厚生病院 059-382-1401

西川　嘉広 桑名市総合医療センター 0594-22-1211



横山　直記 名張市立病院 0595-61-1100

後藤　優子 市立四日市病院 059-354-1111

豊田　景子

上田　加奈子 三重県立一志病院 059-262-0600

二見　浩文

藤田　昌孝 スギ薬局豊川プリオ豊川店 0533-80-5012

浅田　命 ふじ調剤薬局 059-381-3331

新井　裕也 ふじハート調剤薬局 059-320-3300

一見　喬子 おかだ調剤薬局 059-320-3300

伊藤　朱里 桑名市総合医療センター 0594-22-1211

伊藤　茉里奈 エール調剤薬局FUJI 059-326-7100

井上　令子 ふじ調剤薬局 059-381-3331

大木　智恵 ふじハート調剤薬局 059-320-3300

加藤　友美 おかだ調剤薬局 059-367-3377

金谷　はるか スギ薬局北勢店 0594-82-1020

金山　正樹 エンゼル薬局多度駅前店 0594-49-3633

川崎　好人 桑名市総合医療センター 0594-22-1211

後藤　千佳 ふじハート調剤薬局 059-320-3300

近藤　慶浩 スギヤマ薬局久保田店 059-350-2100

佐藤　太哉 ふじハート調剤薬局 059-320-3300

武田　葉子 エール調剤薬局鈴鹿店 059-388-1010

辻極　美智子 村田調剤薬局桑町店 0595-26-3711

中道　明子 おかだ調剤薬局 059-367-3377

福本　紗与 鈴鹿回生病院 059-375-1321

福本　真己 県立総合医療センター 059-345-2321

松下　衣美 ふじハート調剤薬局 059-320-3300



松本　美香 村田調剤薬局桑町店 0595-26-3711

村木　麻美 ふじハート調剤薬局 059-320-3300

矢田　侑衣 エール調剤薬局鈴鹿店 059-388-1010


