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968 4 宮城県 ウエルシア薬局古川中里店 989-6143 大崎市古川中里2-7-1 0229-21-7227 0229-21-7228 月-金　9：30-13：30、14：30-18：30 無 八木沼　耕太

969 4 宮城県 なの花薬局青葉中央店 980ｰ0021 仙台市青葉区中央4ｰ4ｰ8 022ｰ716ｰ7314 022ｰ716ｰ7415
平日9時から18時、
土曜日9時から13時

無 田野崎 周子

970 4 宮城県 なの花薬局エスパル仙台店 980-0021 仙台市青葉区中央1-1-1 022-290-9155 022-290-9151 10:00～19:30 有 022-290-9155 高木 智和

971 4 宮城県 エイブル調剤薬局 980-6110 仙台市青葉区中央1-3-1アエル10階 022-723-6722 022-723-6723 平日9-19 土曜日9-17 有 080-2846-6462 久保田 由起

972 4 宮城県 エイブル調剤薬局 980-6110 仙台市青葉区中央1-3-1アエル10階 022-723-6722 022-723-6723 平日9-19 土曜日9-17 有 080-2846-6462 栗原 麻衣

973 4 宮城県 ファーコス薬局広瀬通り 980-0021 仙台市青葉区中央2-11-23　太田ビル 022-227-4944 022-222-5391
月：9:00-17:30

火・水・木・金：9:00-19:00
土：9:00-14:00

有 022-227-4944 秋保 由美子

974 4 宮城県 仙台朝市薬局 980-0021 仙台市青葉区中央4-4-2丸寿ビル1階 022-223-8762 022-268-4665 8時30分～18時 有 090-6684-8762 富永 敦子

975 4 宮城県 仙台朝市薬局 980-0021 仙台市青葉区中央4-4-2丸寿ビル1階 022-223-8762 022-268-4665 8時30分～18時 有 090-6684-8762 佐藤 美和子

研修修了者名簿(令和３年７月30日時点)
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976 4 宮城県 調剤薬局ツルハドラッグ仙台クリスロード店 980-0021 仙台市青葉区中央2-4-3 022-226-7047 022-226-7047
月～金　9:30～18:30　

土日祝日は休み
無 草苅 愛美

977 4 宮城県 さくら薬局　仙台五橋店 980-0022 仙台市青葉区五橋2-1-11 022-266-6247 022-281-8048 9：00～18：00 有 022-266-6247 川添 智子

978 4 宮城県 モンラペー調剤薬局 980-0801 仙台市青葉区木町通1-1-23 022-227-2812 022-264-3245
9：00-12：30、14：00-18：00

（12：30-14：00の間も
事前連絡あれば対応可能）

無 吉原 香織

979 4 宮城県 明日可薬局 980-0801
仙台市青葉区木町通1-8-15木町通オフィ

スビル1階
022-225-7372 022-225-7782 9時から17時半 無 會澤 明香

980 4 宮城県 明日可薬局 980-0801
仙台市青葉区木町通1-8-15木町通オフィ

スビル1階
022-225-7372 022-225-7782 9時から17時半 無 高橋 いずみ

981 4 宮城県 明日可薬局 980-0801
仙台市青葉区木町通1-8-15木町通オフィ

スビル1階
022-225-7372 022-225-7782 9時から17時半 無 我妻 雅子

982 4 宮城県 明日可薬局 980-0801
仙台市青葉区木町通1-8-15木町通オフィ

スビル1階
022-225-7372 022-225-7782 9時から17時半 無 川邉 麻里子

983 4 宮城県 うさぎ森薬局岩沼店 989-2441 岩沼市舘下１丁目2-12-101 0223-23-6777 0223-23-6555
月～金9:00～12:30、13:30～18:00

土9:00～12:30、13:00～15:00
無 髙橋 明希
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984 4 宮城県 フレンド薬局　国分町 980-0803 仙台市青葉区国分町3-4-5-4F 022-399-7995 022-399-7995

【月】 09時00分～17時00分【火】 
09時00分～17時00分【水】 09時00
分～17時00分【木】 09時00分～17
時00分【金】 09時00分～17時00分
【土】 09時00分～12時00分【日】 

（　休　み　）
【祝】 （　休　み　）

無 男澤 貴子

985 4 宮城県 すず薬局仙台パークビル店 980-0803
仙台市青葉区国分町3-6-1 仙台パークビ

ル1F
022-398-8870 022-398-8871 9:00-18:00 有 090-5596-8819 吉原 博夢

986 4 宮城県 薬の杜ふぁるま明日可薬局 980-0804 仙台市青葉区大町1-1-5-2F 022-797-7323 022-797-7326
月～金　9:00-18:00
土　12:00～17:00

有 090-2366-0742 中川西 直子

987 4 宮城県 リフレ薬局 980-0822 仙台市青葉区立町1-23 022-714-1888 022-714-2444
月～金　9:00～18:00

土　9:00～14:00
有 080-4106-7865 西　幸子

988 4 宮城県 青葉の杜薬局　東北大病院前店 980-0824 仙台市青葉区支倉町4-35 022-216-7100 022-216-7115 平日9:00-18:30 有 080-5316-4194 菅原 茂樹

989 4 宮城県 もみじ薬局 980-0871 仙台市青葉区八幡1-3-7 022-352-7641 022-352-7642
月、火、木、金曜　9:00～17:00

（12:30～14:00休憩時間）
第１、３、５土曜日 9:00～11:30

無 笹野 美恵

990 4 宮城県 カリン薬局 980-0871 仙台市青葉区八幡4-2-10-101 022-301-2141 022-301-2142 9:00～18:30 有 022-301-2141 高田 秀之

991 4 宮城県 カメイ調剤やよい薬局 981-0904 仙台市青葉区旭ヶ丘4-35-26 022-301-2789 022-301-2863
月・火・水・金9:00～19:00
木・土9:00～13:00、日祝休

有 070-3992-1280 大柳 恵理子
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992 4 宮城県 さくら調剤薬局　中央店 980-0021
仙台市青葉区中央3丁目　1-22 エキニア

青葉通り　３F
022-713-7750 022-713-7751

月-金9:00～19:00
土9:00～18:00、日祝休

無 川村 奈美

993 4 宮城県 カメイ調剤やよい薬局 981-0904 仙台市青葉区旭ヶ丘4-35-26 022-301-2789 022-301-2863
月・火・水・金9:00～19:00
木・土9:00～13:00、日祝休

有 070-3992-1280 村越 美紅

994 4 宮城県 カメイ調剤薬局　台原店 981-0911 仙台市青葉区台原1-10-10 022-727-2861 022-727-2862 9：00-18：00 有 090-9425-7215 伊藤 しのぶ

995 4 宮城県 カメイ調剤薬局榴ケ岡店 983-0852 仙台市宮城野区榴岡4-13-7-1階 022-781-5961 022-781-5962
月・火・木・金9:00～19:00

水9:00～18:00
土9:00～14:00

有 090-9425-7215 白田　朗

996 4 宮城県 カメイ調剤薬局　台原店 981-0911 仙台市青葉区台原1-10-10 022-727-2861 022-727-2862 9：00-18：00 有 090-9425-7215 橋本 紫織

997 4 宮城県 カメイ調剤薬局　台原店 981-0911 仙台市青葉区台原1-10-10 022-727-2861 022-727-2862 9：00-18：00 有 090-9425-7215 早川 幸子

998 4 宮城県 カメイ調剤薬局　台原店 981-0911 仙台市青葉区台原1-10-10 022-727-2861 022-727-2862 9：00-18：00 有 090-9425-7215 山田 智美

999 4 宮城県 カメイ調剤薬局　台原店 981-0911 仙台市青葉区台原1-10-10 022-727-2861 022-727-2862 9：00-18：00 有 090-9425-7215 横山 久恵
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1000 4 宮城県 さくら薬局仙台堤町店 981-0912 仙台市青葉区堤町3-17-21 022-346-0862 022-346-0863 9：00～18：00 有 022-346-0862 木村 和子

1001 4 宮城県 さくら薬局仙台堤町店 981-0912 仙台市青葉区堤町3-17-21 022-346-0862 022-346-0863 9：00～18：00 有 022-346-0862 澤舘 美紀

1002 4 宮城県 カメイ調剤ひまわり薬局 981-0913 仙台市青葉区昭和町4-3 022-727-6288 022-727-6289
月～金　9:00～18:30、

土　9:00～16:00、日、祝日休業
有 090-9423-3158 池田 静恵

1003 4 宮城県 カメイ調剤ひまわり薬局 981-0913 仙台市青葉区昭和町4-3 022-727-6288 022-727-6289
月～金　9:00～18:30、

土　9:00～16:00、日、祝日休業
有 090-9423-3158 伊藤　純

1004 4 宮城県 カメイ調剤ひまわり薬局 981-0913 仙台市青葉区昭和町4-3 022-727-6288 022-727-6289
月～金　9:00～18:30、

土　9:00～16:00、日、祝日休業
有 090-9423-3158 亀田 航平

1005 4 宮城県 カメイ調剤ひまわり薬局 981-0913 仙台市青葉区昭和町4-3 022-727-6288 022-727-6289
月～金　9:00～18:30、

土　9:00～16:00、日、祝日休業
有 090-9423-3158 渡邊 育子

1006 4 宮城県 カメイ調剤ひまわり薬局 981-0913 仙台市青葉区昭和町4-3 022-727-6288 022-727-6289
月～金　9:00～18:30、

土　9:00～16:00、日、祝日休業
有 090-9423-3158 渡邉　慶

1007 4 宮城県 カメイ調剤ひまわり薬局 981-0913 仙台市青葉区昭和町4-3 022-727-6288 022-727-6289
月～金　9:00～18:30、

土　9:00～16:00、日、祝日休業
有 090-9423-3158 室井 真緒
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1008 4 宮城県 きずな薬局東勝山 981-0923 仙台市青葉区東勝山3-14-10 022-342-4866 022-342-4867
9時から12時半　15時から19

木曜•土曜午後休み　日祝日休み
無 舘田 良子

1009 4 宮城県 調剤薬局ツルハドラッグ仙台愛子店 989-3127 仙台市青葉区愛子東1-4-34 022-302-8720 022-302-8720
平日9時～19時、土曜9時～14時、

日・祝日休業
有 080-6067-1722 佐藤　遥

1010 4 宮城県 調剤薬局ツルハドラッグ仙台愛子店 989-3127 仙台市青葉区愛子東1-4-34 022-302-8720 022-302-8707
平日9時～19時、土曜9時～14時、

日・祝日休業
有 080-6067-1722 堤　啓

1011 4 宮城県 調剤薬局ツルハドラッグ仙台愛子店 989-3127 仙台市青葉区愛子東1-4-34 022-302-8720 022-302-8720
平日9時～19時、土曜9時～14時、

日・祝日休業
有 080-6067-1722 中村 芽衣

1012 4 宮城県 調剤薬局ツルハドラッグ中田店 981-1103 仙台市太白区中田町字法地北19-9 022-306-3580 022-306-3580
平日9:00～18:30

土曜9:00～14:00 日祝日休み
無 富樫 俊輝

1013 4 宮城県 調剤薬局ツルハドラッグ仙台愛子店 989-3127 仙台市青葉区愛子東1-4-34 022-302-8720 022-302-8720
平日9時～19時、土曜9時～14時、

日・祝日休業
有 080-6067-1722 川端 真由

1014 4 宮城県 カメイ調剤薬局愛子店 989-3127 仙台市青葉区愛子東2-3-16 022-392-8343 022-392-8344

月・水・木・金9:00～18:00 
 

火・土9:00～13:00
(日曜・祝日休み）

有 080-2845-8096 佐瀬 三智子

1015 4 宮城県 カメイ調剤薬局愛子店 989-3127 仙台市青葉区愛子東2-3-16 022-392-8343 022-392-8344

月・水・木・金9:00～18:00 
 

火・土9:00～13:00
(日曜・祝日休み）

有 080-2845-8096 熊谷 直行
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1016 4 宮城県 カメイ調剤薬局愛子店 989-3127 仙台市青葉区愛子東2-3-16 022-392-8343 022-392-8344

月・水・木・金9:00～18:00 
 

火・土9:00～13:00
(日曜・祝日休み）

有 080-2845-8096 熊切　望

1017 4 宮城県 調剤薬局ツルハドラッグ南吉成店 989-3204 仙台市青葉区南吉成3-1-23 022-303-5045 022-303-5045 9：30～18：30 有 080-6067-8534 今井 真也

1018 4 宮城県 調剤薬局ツルハドラッグ南吉成店 989-3204 仙台市青葉区南吉成3-1-23 022-303-5045 022-303-5045 9：30～18：30 有 080-6067-8534 今　加奈

1019 4 宮城県 けやき薬局吉成台店 989-3206 仙台市青葉区吉成台1-2-7 022-303-2301 022-303-2302 9:00～18:00 有 080-1693-8536 佐々木 眞奈美

1020 4 宮城県 みやぎ台調剤薬局 989-3214 仙台市青葉区みやぎ台3-29-7 022-355-7667 022-355-7668 8:30~18:00 有 022-355-7667 中山 陽子

1021 4 宮城県 クオール薬局たかさご駅前2号店 983-0005 仙台市宮城野区福室2-6-23 022-388-5060 022-388-5080
9：00-18：00

（木は17：00まで、土は16：00ま
で）

有 022-388-5060 伊藤 公美子

1022 4 宮城県 そよ風薬局 983-0014 仙台市宮城野区高砂1-24-1 022-786-8848 088-786-8858 9:00～18:30 有 022-786-8848 猪狩 徹也

1023 4 宮城県 そよ風薬局 983-0014 仙台市宮城野区高砂1-24-1 022-786-8848 022-786-8858 9:00〜18:30 有 022-786-8848 佐藤 進之介
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1024 4 宮城県 カメイ調剤薬局高砂店 983-0014 仙台市宮城野区高砂2-12-1 022-254-2940 022-254-2941
月～金；8:30～18:00

土；9:00～13:00
有 090-6459-3954 仁和 良太

1025 4 宮城県 カメイ調剤薬局高砂店 983-0014 仙台市宮城野区高砂2-12-1 022-254-2940 022-254-2941
月～金；8:30～18:00

土；9:00～13:00
有 090-6459-3954 大友 望実

1026 4 宮城県 カメイ調剤薬局高砂店 983-0014 仙台市宮城野区高砂2-12-1 022-254-2940 022-254-2941
月～金；8:30～18:00

土；9:00～13:00
有 090-6459-3954 三浦 れん

1027 4 宮城県 ゆかり調剤薬局 983-0038 仙台市宮城野区新田1－20－1 022-238-5808 022-231-6046
9時から18時まで

ただし土曜日は14時まで
無 大根田 総一郎

1028 4 宮城県 カメイ調剤薬局新田東店 983-0039 仙台市宮城野区新田東2-14-3 022-236-4011 022-236-4012
月、火、木、金9:00～18:30、

水9:00～12:00、
土9:00～13:00　日祝休み

有 080-1652-2553 川越 悦子

1029 4 宮城県 カメイ調剤薬局新田東店 983-0039 仙台市宮城野区新田東2-14-3 022-236-4011 022-236-4012
月、火、木、金9:00～18:30、

水9:00～12:00、
土9:00～13:00　日祝休み

有 080-1652-2553 庄司　縁

1030 4 宮城県 カメイ調剤薬局新田東店 983-0039 仙台市宮城野区新田東2-14-3 022-236-4011 022-236-4012
月、火、木、金9:00～18:30、

水9:00～12:00、
土9:00～13:00　日祝休み

有 080-1652-2553 高橋　萌

1031 4 宮城県 調剤薬局ツルハドラッグ小鶴新田店 983-0039 仙台市宮城野区新田東3-1-5 022-788-2335 022-788-2335 09:30～18:30 無 太田 友美



薬剤師

連番
都道府県

番号
都道府県 薬局名 郵便番号

薬局所在地
(市郡区以降)

電話番号 FAX番号 開局時間
時間外対応

の有無
時間外の電話番号

研修を修了した
薬剤師氏名

薬局

1032 4 宮城県 調剤薬局ツルハドラッグ小鶴新田店 983-0039 仙台市宮城野区新田東3-1-5 022-788-2335 022-788-2335 09:30～18:30 無 齋藤 真奈実

1033 4 宮城県 カメイ調剤薬局宮城野原店 983-0045 仙台市宮城野区宮城野2-7-56 022-257-8059 022-257-8060 月曜日～金曜日　9時～18時 有 090-2602-4540 阿部 亮太

1034 4 宮城県 調剤薬局ふぁるまブリエ 983-0803 仙台市宮城野区小田原1-4-33 022-762-5331 022-762-5332
月～金：9時～19時
土曜：9時～16：30

有 070-6497-0467 岩渕 法子

1035 4 宮城県 調剤薬局ふぁるまブリエ 983-0803 仙台市宮城野区小田原1-4-33 022-762-5331 022-762-5332
月～金：9時～19時
土曜：9時～16：30

有 070-6497-0467 金澤 幸訓

1036 4 宮城県 調剤薬局ふぁるまブリエ 983-0803 仙台市宮城野区小田原1-4-33 022-762-5331 022-762-5332
月～金：9時～19時
土曜：9時～16：30

有 070-6497-0467 仲間 こずえ

1037 4 宮城県 マミー薬局 983-0812 仙台市宮城野区小田原弓ノ町100-1 022-295-1439 022-295-4314
月・木　8:30～20:30、

火・水・金　8:30～18:30、
土 8:30～16:15、日・祝日　休み

有 090-6624-8540 森川 昭正

1038 4 宮城県 中川薬局岩切店 983-0821 仙台市宮城野区岩切1-1-40 022-396-2160 022-396-6707
月・火・水・金9：00～18：00、

木・土9：00～13：00
(日・祝は休み)

有 022-396-2160 諏江 俊也

1039 4 宮城県 クラフト薬局三日町店 989-6154 大崎市古川三日町2-3-50 0229-21-1577 0229-21-1578
9時～18時（月～金）

9時～14時（土）
有 0229-21-1577 高橋 和仁



薬剤師

連番
都道府県

番号
都道府県 薬局名 郵便番号

薬局所在地
(市郡区以降)

電話番号 FAX番号 開局時間
時間外対応

の有無
時間外の電話番号

研修を修了した
薬剤師氏名

薬局

1040 4 宮城県 さくら薬局仙台岩切店 983-0821 仙台市宮城野区岩切1-9-36 022-255-1081 022-255-1086 9時〜18時 有 022-255-1081 長沢 由美

1041 4 宮城県 カメイ調剤薬局鶴ケ谷店 983-0823 仙台市宮城野区燕沢3-19-5 022-252-1467 022-252-1468
月・火・水・金8:30〜18:00

土8:30〜13:00　木・日・祝は休み
有 080-1654-0852 門田 聡美

1042 4 宮城県 カメイ調剤薬局　台原店 981-0911 仙台市青葉区台原1-10-10 022-727-2861 022-727-2862 9：00-18：00 無 佐々木 貴彦

1043 4 宮城県 カメイ調剤薬局鶴ヶ谷店 983-0823 仙台市宮城野区燕沢3-19-5 022-252-1467 022-252-1468
月・火・水・金8:30〜18:00

土8:30〜13:00　木・日・祝は休み
有 080-1654-0852 本田 絵美

1044 4 宮城県 調剤薬局ツルハドラッグ仙台鶴ヶ谷店 983-0824 仙台市宮城野区鶴ヶ谷2-8-12 022-388-4268 022-388-4268 9時30分-18時30分 無 川田 むつき

1045 4 宮城県 調剤薬局ツルハドラッグ仙台鶴ヶ谷店 983-0824 仙台市宮城野区鶴ヶ谷2-8-12 022-388-4268 022-388-4268 9時30分-18時30分 無 阿部 悦子

1046 4 宮城県 調剤薬局ツルハドラッグ仙台二の森店 983-0838 仙台市宮城野区二の森1-13 022-301-7268 022-301-7268 10：00-19：00 無 田草川　恵

1047 4 宮城県 カメイ調剤薬局榴ケ岡店 983-0852 仙台市宮城野区榴岡4-13-7-1階 022-781-5961 022-781-5962
月・火・木・金9:00～19:00

水9:00～18:00
土9:00～14:00

有 080-2817-5034 上田 耕平



薬剤師

連番
都道府県

番号
都道府県 薬局名 郵便番号

薬局所在地
(市郡区以降)

電話番号 FAX番号 開局時間
時間外対応

の有無
時間外の電話番号

研修を修了した
薬剤師氏名

薬局

1048 4 宮城県 カメイ調剤薬局榴ケ岡店 983-0852 仙台市宮城野区榴岡4-13-7-1階 022-781-5961 022-781-5962
月火木金9:00-19:00

水9:00-18:00
土9:00-14:00

有 080-2817-5034 小林 範子

1049 4 宮城県 調剤薬局ツルハドラッグ二十人町店 983-0862 仙台市宮城野区二十人町309-8 022-794-9271 022-794-9271 月～金9:30～18:30　土日祝休み 無 畠山 耕平

1050 4 宮城県 調剤薬局ツルハドラッグ仙台五橋店 984-0022 仙台市若林区五橋3-2-1 022-212-3268 022-242-3268 9時〜21時 有 080-6067-8343 石川 亜紗美

1051 4 宮城県 調剤薬局ツルハドラッグ仙台五橋店 984-0022 仙台市若林区五橋3-2-1 022-212-3268 022-212-3268 9時〜21時 有 080-6067-8343 関　俊輔

1052 4 宮城県 あらい薬局 984-0030 仙台市若林区荒井東1-8-4 022-702-9375 022-706-7966 9:00-18:00 有 022-702-9375 瀬戸 敏之

1053 4 宮城県 あらい薬局 984-0030 仙台市若林区荒井東1-8-4 022-702-9375 022-706-7966 9:00-18:00 有 022-702-9375 鷲谷 早苗

1054 4 宮城県 カメイ調剤薬局荒井店 984-0032 仙台市若林区荒井1-1-4 022-294-5091 022-762-6105
月・火・水・金9：00～18：00、

木・土9：00～13：00
(日・祝は休み)

無 込堂　彩

1055 4 宮城県 荒町調剤薬局 984-0073 仙台市若林区荒町123 022-796-0203 022-796-0204
月曜～金曜 9:00～18:30
土曜 9:00～14:00 日祝休

有 022-796-0203 佐藤 貴仁



薬剤師

連番
都道府県

番号
都道府県 薬局名 郵便番号

薬局所在地
(市郡区以降)

電話番号 FAX番号 開局時間
時間外対応

の有無
時間外の電話番号

研修を修了した
薬剤師氏名

薬局

1056 4 宮城県 さくら薬局　仙台河原町店 984-0816 仙台市若林区河原町1-5-25　1階 022-266-0566 022-266-0566
月、火、水、金：8：30～18：00、

木：8：30～16：30、
土：8：30～13：00

有 022-266-0566 髙谷 朋土

1057 4 宮城県 カメイ調剤薬局大和町店 984-0821 仙台市若林区中倉1-5-18 022-788-0620 022-788-0628 平日9：00～18：00　土日祝休み 有 080-2807-3324 菊地 理代

1058 4 宮城県 カメイ調剤薬局大和町店 984-0821 仙台市若林区中倉1-5-18 022-788-0620 022-788-0628 平日9：00～18：00　土日祝休み 有 080-2807-3324 村上 沙耶佳

1059 4 宮城県 カメイ調剤薬局大和町店 984-0821 仙台市若林区中倉1-5-18 022-788-0620 022-788-0628 平日9：00～18：00　土日祝休み 有 080-2807-3324 佐々木 直也

1060 4 宮城県 カメイ調剤薬局大和町店 984-0821 仙台市若林区中倉1-5-18 022-788-0620 022-788-0628 平日9：00～18：00　土日祝休み 有 080-2807-3324 佐々木 紗世

1061 4 宮城県 カメイ調剤薬局大和町店 984-0821 仙台市若林区中倉1-5-18 022-788-0620 022-788-0628 平日9：00～18：00　土日祝休み 有 080-2807-3324 和田　愛

1062 4 宮城県 カメイ調剤薬局河原町店 984-0802 仙台市若林区南小泉八軒小路4-3 022-722-8351 022-722-8352
月・火・水・金：8時半～18時

木・土：8時半～16時半
有 090-2975-7366 小川 彰子

1063 4 宮城県 カメイ調剤薬局河原町店 984-0827 仙台市若林区南小泉八軒小路4-3 022-722-8351 022-722-8352
月・火・水・金：8時半～18時

木・土：8時半～16時半
有 090-2975-7366 市川 璃沙



薬剤師

連番
都道府県

番号
都道府県 薬局名 郵便番号

薬局所在地
(市郡区以降)
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研修を修了した
薬剤師氏名

薬局

1064 4 宮城県 カメイ調剤薬局河原町店 984-0827 仙台市若林区南小泉八軒小路4-3 022-722-8351 022-722-8352
月・火・水・金：8時半～18時

木・土：8時半～16時半
有 090-2975-7366 佐久間 美紀

1065 4 宮城県 カメイ調剤薬局河原町店 984-0802 仙台市若林区南小泉八軒小路4-3 022-722-8351 022-722-8352
月・火・水・金：8時半～18時

木・土：8時半～16時半
有 090-2975-7366 千葉 幸奈

1066 4 宮城県 まんまる薬局 981-1101 仙台市太白区四郎丸字神明29-11 022-797-0151 022-797-0152
8時45分～12時45分
14時30分～18時30分

有 022-797-0151 小坂 浩之

1067 4 宮城県 まんまる薬局 981-1101 仙台市太白区四郎丸字神明29-11 022-797-0151 022-797-0152
8時45分～12時45分
14時30分～18時30分

有 022-797-0151 髙橋 佑果

1068 4 宮城県 調剤薬局ツルハドラッグ中田店 981-1103 仙台市太白区中田町字法地北19-9 022-306-3580 022-306-3580
平日9:00～18:30

土曜9:00～14:00 日祝日休み
無 阿部 晃子

1069 4 宮城県 調剤薬局ツルハドラッグ中田店 981-1103 仙台市太白区中田町字法地北19-9 022-306-3580 022-306-3580
平日9:00～18:30

土曜9:00～14:00 日祝日休み
無 板橋 洋子

1070 4 宮城県 調剤薬局ツルハドラッグ仙台長町4丁目店 982-0011 仙台市太白区長町4-7-18 022-304-1077 022-304-1077
平日9:00〜18:00
土9:00～13:00

日祝休
無 稲村 香那

1071 4 宮城県 調剤薬局ツルハドラッグ中田店 981-1103 仙台市太白区中田町字法地北19-9 022-306-3580 022-306-3580
平日9:00～18:30

土曜9:00～14:00 日祝日休み
無 門脇 英恵



薬剤師
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都道府県
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都道府県 薬局名 郵便番号

薬局所在地
(市郡区以降)

電話番号 FAX番号 開局時間
時間外対応

の有無
時間外の電話番号

研修を修了した
薬剤師氏名

薬局

1072 4 宮城県 調剤薬局ツルハドラッグ中田店 981-1103 仙台市太白区中田町字法地北19-9 022-306-3580 022-306-3580
平日9:00～18:30

土曜9:00～14:00 日祝日休み
無 高橋 公広

1073 4 宮城県 カメイ調剤薬局南仙台店 981-1105 仙台市太白区西中田3-22-10 022-741-1196 022-741-1190
月・火・水・金9:00-18:00

土9:00-13:00 木・日・祝日休み
有 080-1851-1931 國井 美樹

1074 4 宮城県 カメイ調剤薬局南仙台店 981-1105 仙台市太白区西中田3-22-10 022-741-1196 022-741-1190
月・火・水・金9:00-18:00

土9:00-13:00 木・日・祝日休み
有 080-1851-1931 行方 真奈美

1075 4 宮城県 カメイ調剤薬局南仙台店 981-1105 仙台市太白区西中田3-22-10 022-741-1196 022-741-1190
月・火・水・金9:00-18:00

土9:00-13:00 木・日・祝日休み
有 080-1851-1931 東二町 玲子

1076 4 宮城県 カメイ調剤薬局南仙台店 981-1105 仙台市太白区西中田3-22-10 022-741-1196 022-741-1190
月・火・水・金9:00-18:00

土9:00-13:00 木・日・祝日休み
有 080-1851-1931 藤原 小百合

1077 4 宮城県 カメイ調剤薬局南仙台店 981-1105 仙台市太白区西中田3-22-10 022-741-1196 022-741-1190
月・火・水・金9:00-18:00

土9:00-13:00 木・日・祝日休み
有 080-1851-1931 吉野 浩代

1078 4 宮城県 東北調剤薬局 981-1105 仙台市太白区西中田5-11-8 022-242-3222 022-242-3223 9:00〜18:00 有 022-242-3222 井筒 眞喜子

1079 4 宮城県 調剤薬局ツルハドラッグあすと長町店 982-0007 仙台市太白区あすと長町4-3-5 022-746-8488 022-746-8488 9:00-18:00 無 田村 美智子
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都道府県
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1080 4 宮城県 調剤薬局ツルハドラッグ仙台長町4丁目店 982-0011 仙台市太白区長町4-7-18 022-304-1077 022-304-1077 9:00〜18:00 無 高橋 知子

1081 4 宮城県 調剤薬局ツルハドラッグ仙台長町4丁目店 982-0011 仙台市太白区長町4-7-18 022-304-1077 022-304-1077 9:00〜18:00 無 大岩 明代

1082 4 宮城県 調剤薬局ツルハドラッグ仙台長町4丁目店 982-0011 仙台市太白区長町4-7-18 022-304-1077 022-304-1077 9:00〜18:00 無 大友 美佐

1083 4 宮城県 調剤薬局ツルハドラッグ仙台長町4丁目店 982-0011 仙台市太白区長町4-7-18 022-304-1077 022-304-1077 9:00〜18:00 無 深見 葉月

1084 4 宮城県 調剤薬局ツルハドラッグ長町南店 982-0012 仙台市太白区長町南4-12-20 022-304-3482 022-304-3482 9時30分から18時30分 無 佐藤 孝英

1085 4 宮城県 調剤薬局ツルハドラッグ仙台長町店 982-0012 仙台市太白区長町南2-6-10 022-304-2068 022-304-2068 9:00-19:00 無 白川 和幸

1086 4 宮城県 鹿野調剤薬局 982-0022 仙台市太白区鹿野本町6-32 022-304-2505 022-304-2506
8:30～18:30 水曜日は～17:00

土曜日は～14:30
有 090-6627-8297 川嶋 千重子

1087 4 宮城県 コアラ調剤薬局 982-0023 仙台市太白区鹿野2-4-25-101 022-304-3820 022-304-3821 9：00～18：00 有 090-4478-3050 大根田 昌敏



薬剤師

連番
都道府県

番号
都道府県 薬局名 郵便番号

薬局所在地
(市郡区以降)

電話番号 FAX番号 開局時間
時間外対応

の有無
時間外の電話番号

研修を修了した
薬剤師氏名

薬局

1088 4 宮城県 調剤薬局ツルハドラッグ仙台山田店 982-0815 仙台市太白区山田上ノ台町14-16 022-307-3268 022-307-3268 月～金　9:00～18:00 有 080-5836-6369 片倉 早織

1089 4 宮城県 カメイ調剤薬局　動物公園前店 982-0801 仙台市太白区八木山本町1-13-6 022-229-7667 022-229-7668
月・火・水・金　8:30～18:00、

木　8:30～16:30、
土　8:30～13:00

有 080-2812-8270 鈴木 祥子

1090 4 宮城県 カメイ調剤薬局　動物公園前店 982-0801 仙台市太白区八木山本町1-13-6 022-229-7667 022-229-7668
月・火・水・金　8:30～18:00、

木　8:30～16:30、
土　8:30～13:00

有 080-2812-8270 尾形 千文

1091 4 宮城県 カメイ調剤薬局　動物公園前店 982-0801 仙台市太白区八木山本町1-13-6 022-229-7667 022-229-7668
月・火・水・金　8:30～18:00、

木　8:30～16:30、
土　8:30～13:00

有 080-2812-8270 寺田 直貴

1092 4 宮城県 カメイ調剤薬局　動物公園前店 982-0801 仙台市太白区八木山本町1-13-6 022-229-7667 022-229-7668
月・火・水・金　8:30～18:00、

木　8:30～16:30、
土　8:30～13:00

有 080-2812-8270 星　由梨

1093 4 宮城県 調剤薬局ツルハドラッグ明石南店 981-3101 仙台市泉区明石南3-4-4 022-772-3005 022-772-3005
月〜金　9:30-18:30

土9:00-13:00
無 今井　梢

1094 4 宮城県 調剤薬局ツルハドラッグ明石南店 981-3101 仙台市泉区明石南3-4-4 022-772-3005 022-772-3005
月〜金　9:30-18:30

土9:00-13:00
無 小野　瞳

1095 4 宮城県 ２丁目の薬局 981-3108 仙台市泉区松陵2-22-1 022-772-3221 022-772-3223
月・火・水・金　9時～18時30分、

木・土9時～13時
無 小野村 香



薬剤師

連番
都道府県

番号
都道府県 薬局名 郵便番号

薬局所在地
(市郡区以降)

電話番号 FAX番号 開局時間
時間外対応

の有無
時間外の電話番号

研修を修了した
薬剤師氏名

薬局

1096 4 宮城県 八乙女薬局 981-3112 仙台市泉区八乙女4-4-1 022-725-6201 022-725-6203
平日9時から18時、
土曜日9時から13時

有 080-2846-6461 阿部 紗弓

1097 4 宮城県 八乙女薬局 981-3112 仙台市泉区八乙女4-4-1 022-725-6201 022-725-6203
平日9時から18時、
土曜日9時から13時

有 080-2846-6461 髙橋 愛理

1098 4 宮城県 アリス薬局泉中央店 981-3133 仙台市泉区泉中央1-26-10 022-776-7677 022-776-7678
月火水金　9時～18時
木土　9時～12時45分

無 佐藤 澄子

1099 4 宮城県 市名坂薬局 981-3113 仙台市泉区泉中央1-6-3セルバテラス2階 022-375-5510 022-375-7689
平日9時から18時 

土曜日9時から17時
有 080-1800-0859 田村 享子

1100 4 宮城県 市名坂薬局 981-3133 仙台市泉区泉中央1-6-3セルバテラス2階 022-375-5510 022-375-7689
平日9時から18時 

土曜日9時から17時
有 080-1800-0859 工藤 綾乃

1101 4 宮城県 調剤薬局ツルハドラッグ仙台泉中央店 981-3133 仙台市泉区泉中央3-37-7 022-771-4771 022-771-4771
月～金：9時～18時30分

土：9時～13時　日・祝：休み
無 小笠原 伸子

1102 4 宮城県 調剤薬局ツルハドラッグ仙台泉中央店 981-3133 仙台市泉区泉中央3-37-7 022-771-4771 022-771-4771
月～金：9時～18時30分

土：9時～13時　日・祝：休み
無 山下 文恵

1103 4 宮城県 調剤薬局ツルハドラッグ仙台泉中央店 981-3133 仙台市泉区泉中央3-37-7 022-771-4771 022-771-4771
月～金：9時～18時30分

土：9時～13時　日・祝：休み
無 佐藤 暁美



薬剤師

連番
都道府県

番号
都道府県 薬局名 郵便番号

薬局所在地
(市郡区以降)

電話番号 FAX番号 開局時間
時間外対応

の有無
時間外の電話番号

研修を修了した
薬剤師氏名

薬局

1104 4 宮城県 調剤薬局ツルハドラッグ仙台泉中央店 981-3133 仙台市泉区泉中央3-37-7 022-771-4771 022-771-4771
月～金：9時～18時30分

土：9時～13時　日・祝：休み
無 武田 英裕

1105 4 宮城県 調剤薬局ツルハドラッグ仙台泉中央3丁目店 981-3133 仙台市泉区泉中央3丁目2-7 022-341-0654 022-341-0654 9:30～18:30 無 小坂　良

1106 4 宮城県 保険調剤　そらまち薬局 981-3126 仙台市泉区泉中央南5-6 022-342-1420 022-342-1420
月・火・木・金 9:00～18:00

土 9:00～17:00、水・日・祝：休
無 田中 基子

1107 4 宮城県 ゆりのき調剤薬局 981-3204 仙台市泉区寺岡6-15-26 022-342-6090 022-342-6091

月・火・木・金曜日
AM9：00～PM6：30

水曜日：AM9：00～PM5：00
土曜日：AM9：00～PM1：30

有 090-4478-3050 小野寺 直子

1108 4 宮城県 みらい調剤薬局やかた店 981-3214 仙台市泉区館3-37-9 022-348-4976 022-348-4977
月火木金:9:00〜18:00

水土:9:00〜13:00
有 080-1816-6049 田村 ゆかり

1109 4 宮城県 どんぐり薬局北中山 981-3215 仙台市泉区北中山2-1-22 022-348-2680 022-348-2681
月火木金曜9時-18時、

水土曜9時-17時
有 090-3754-9987 赤間 千夏

1110 4 宮城県 カメイ調剤薬局　住吉台店 981-3222 仙台市泉区住吉台東2-8-17 022-347-9883 022-347-9885
月～金　8:30〜18:00

土　8:30〜12:30
有 080-1848-5591 海藤 礼子

1111 4 宮城県 カメイ調剤薬局　住吉台店 981-3222 仙台市泉区住吉台東2-8-17 022-347-9883 022-347-9885
月～金　8:30〜18:00

土　8:30〜12:30
有 080-1848-5591 金澤 ユリア



薬剤師

連番
都道府県

番号
都道府県 薬局名 郵便番号

薬局所在地
(市郡区以降)

電話番号 FAX番号 開局時間
時間外対応

の有無
時間外の電話番号

研修を修了した
薬剤師氏名

薬局

1112 4 宮城県 カメイ調剤薬局　住吉台店 981-3222 仙台市泉区住吉台東2-8-17 022-347-9883 022-347-9885
月～金　8:30〜18:00

土　8:30〜12:30
有 080-1848-5591 熊谷 満理子

1113 4 宮城県 カメイ調剤薬局　住吉台店 981-3222 仙台市泉区住吉台東2-8-17 022-347-9883 022-347-9885
月～金　8:30〜18:00

土　8:30〜12:30
有 080-1848-5591 大川 雄輝

1114 4 宮城県 調剤薬局ツルハドラッグ大和吉岡店 981-8002 黒川郡大和町吉岡まほろば1-4-7 022-345-2268 022-345-2268
月～金9:00～18:00

土日祝休
無 井上 由紀江

1115 4 宮城県 コスモ調剤薬局　南光台店 981-8003 仙台市泉区南光台3-24-17 022-718-7506 022-718-7509
月火木金　8:40〜18:10

水　8:40〜13:00
土　8:40〜14:00

有 022-718-7506 岩渕 由香

1116 4 宮城県 中央薬局 981-1505 角田市角田字扇町11-14 0224-63-3666 0224-63-3667
8:30〜18:00

水、土は、13:00まで
無 小島 真子

1117 4 宮城県 そうごう薬局 角田店 981-1505 角田市角田字町194-1 0224-63-0071 0224-63-0072
月、火、木、金  9:00～18:00
土　　　　　　  9:00～17:00

無 及川 洋一

1118 4 宮城県 そうごう薬局 角田店 981-1505 角田市角田字町194-1 0224-63-0071 0224-63-0072
月、火、木、金  9:00～18:00
土　　　　　　  9:00～17:00

無 重森 香織

1119 4 宮城県 そうごう薬局 角田店 981-1505 角田市角田字町194-1 0224-63-0071 0224-63-0072
月、火、木、金  9:00～18:00
土　　　　　　  9:00～17:00

無
ターナー ゆき

え



薬剤師

連番
都道府県

番号
都道府県 薬局名 郵便番号

薬局所在地
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研修を修了した
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薬局

1120 4 宮城県 調剤薬局ツルハドラッグ角田中央店 981-1505 角田市角田字町222-2 0224-63-0277 0224-63-0277 9:30〜18:30 無 船橋 兼紘

1121 4 宮城県 さんた薬局 989-0218 白石市鷹巣東1-5-29 0224-26-3376 0224-26-3376
月・火・水・金曜日：8:30～18:00

木曜日：8:30～16:30
土曜日：8:30～12:30

有 090-2956-3376 山田 卓郎

1122 4 宮城県 みどり薬局刈田病院前店 989-0231 白石市福岡蔵本秋野沢26-1 0224ｰ24ｰ2529 0224-24-2529 8時30分～18時00分 無 針生 京美

1123 4 宮城県 みどり薬局刈田病院前店 989-0231 白石市福岡蔵本秋野沢26-1 0224-24-2529 0224-24-2529 8時30分～18時00分 無 堀野 悠一郎

1124 4 宮城県 仙台調剤白石店 989-0231 白石市福岡蔵本字秋野沢22-5 0224-22-5755 0224-22-5733 9:00〜18:00 有 0224-22-5755 佐藤 史弥

1125 4 宮城県 仙台調剤白石店 989-0231 白石市福岡蔵本字秋野沢22-5 0224-22-5755 0224-22-5733 9:00〜18:00 有 0224-22-5755 泉　真衣

1126 4 宮城県 仙台調剤白石店 989-0231 白石市福岡蔵本字秋野沢22-5 0224-22-5755 0224-22-5733 9:00〜18:00 有 0224-22-5755 吉野 瑞生

1127 4 宮城県 みどり薬局城北店 989-0255 白石市城北町4-14 0224-22-4966 0224-22-4966 8:30〜18:00 無 和久津 奈々



薬剤師

連番
都道府県

番号
都道府県 薬局名 郵便番号

薬局所在地
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1128 4 宮城県 調剤薬局ツルハドラッグ宮城白石店 989-0276 白石市大手町1-8 0224-22-4361 0224-22-4361 9:30～18:30 無 泉　公弥

1129 4 宮城県 調剤薬局ツルハドラッグ宮城白石店 989-0276 白石市大手町1-8 0224-22-4361 0224-22-4361 9:30～18:30 無 小野 竜太郎

1130 4 宮城県 調剤薬局ツルハドラッグ宮城白石店 989-0276 白石市大手町1-8 0224-22-4361 0224-22-4361 9:30～18:30 無 髙橋 聖人

1131 4 宮城県 にしうら薬局 989-0701 刈田郡蔵王町宮字西裏9 0224-32-3020 0224-32-3029
月・火・水・木・金　9:00~19:00 

土曜日　9:00~17:00
有

0224-32-3020
（時間外転送）

高橋 敬子

1132 4 宮城県 アイベル薬局　大河原店 989-1201 柴田郡大河原町大谷末広61-1 0224-87-6733 0224-87-6732
月～金9:00～18:00

土9:00～13:00
有 080-5555-7319 鈴木 智之

1133 4 宮城県 アイランド薬局大河原店 989-1246 柴田郡大河原町字新東92-11 0224-53-4189 0224-53-4169
月水金:08:30-17:30
火木:08:30-19:30
土:08:30-12:30

有 090-1854-8560 瀬戸 直人

1134 4 宮城県 クオール薬局岩沼東店 989-2427 岩沼市里の杜1-2-2 0223-25-6555 0223-25-6557 8時30分〜18時 有 080-8754-5496 東　詩織

1135 4 宮城県 クオール薬局岩沼東店 989-2427 岩沼市里の杜1-2-2 0223-25-6555 0223-25-6557 8時30分〜18時 有 080-8754-5496 太田 千恵美



薬剤師
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都道府県

番号
都道府県 薬局名 郵便番号

薬局所在地
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1136 4 宮城県 クオール薬局岩沼東店 989-2427 岩沼市里の杜1-2-2 0223-25-6555 0223-25-6557 8時30分〜18時 有 080-8754-5496 千葉 瑶平

1137 4 宮城県 クオール薬局岩沼東店 989-2427 岩沼市里の杜1-2-2 0223-25-6555 0223-25-6557 8時30分〜18時 有 080-8754-5496 堀内 栄志

1138 4 宮城県 クオール薬局岩沼東店 989-2427 岩沼市里の杜1-2-2 0223-25-6555 0223-25-6557 8時30分〜18時 有 080-8754-5496 渡辺　綾

1139 4 宮城県 ひまわり薬局 981-1224 亘理郡山元町坂元字道合68-4 0223-33-4331 0223-33-4336
月火木金09:00～18:00

水土09:00～13:00
無 餘目 賢一

1140 4 宮城県 調剤薬局ツルハドラッグ名取手倉田店 981-1231 名取市手倉田諏訪568 022-382-7268 022-382-7268 9:00～18:00 無 蒔田 篤幸

1141 4 宮城県 さくら薬局名取店 982-1294 名取市杜せきのした5-3-1 022-382-9250 022-382-9251

月水金土　9：30～19：30
火曜日定休

木日　9：30～18：30
祝(火曜日含む)　9：30～18：30

有 022-382-9250 山田 香織

1142 4 宮城県 調剤薬局ツルハドラッグ塩釜店 985-0004 塩竃市藤倉2-14-42 022-361-3094 022-361-3094
9:00～19:00（月～金）

9:00～18:00(土）
日・祝は休み

無 平山 涼子

1143 4 宮城県 調剤薬局ツルハドラッグ塩釜店 985-0004 塩竃市藤倉2-14-42 022-361-3094 022-361-3094
9:00～19:00（月～金）

9:00～18:00(土）
日・祝は休み

無 藤橋　亨



薬剤師
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1144 4 宮城県 調剤薬局ツルハドラッグ塩釜店 985-0004 塩竃市藤倉2-14-42 022-361-3094 022-361-3094
9:00～19:00（月～金）

9:00～18:00(土）
日・祝は休み

無 松本 裕美

1145 4 宮城県 クオール薬局しおがま店 985-0052 塩竈市本町3-19 022-367-6883 022-367-6878
月火水金8:30～18:00

木8:30～13:00　土8:30～12:30
日・祝は休み

有 022-367-6883 関本 裕子

1146 4 宮城県 調剤薬局ツルハドラッグ多賀城店 985-0853 多賀城市高橋4-4-1 022-389-2528 022-389-2528 8時30分から19時 無 佐々木 崇光

1147 4 宮城県 調剤薬局ツルハドラッグ多賀城店 985-0853 多賀城市高橋4-4-1 022-389-2528 022-389-2528 8時30分から19時 無 石澤 歩実

1148 4 宮城県 調剤薬局ツルハドラッグ多賀城店 985-0853 多賀城市髙橋4-4-1 022-389-2528 022-389-2528 8時30分から19時 無 土田 徹平

1149 4 宮城県 もみじ山調剤薬局 985-0872 多賀城市伝上山1-4-3 022-361-0705 022-361-0706 9:00〜12:30  14:00〜18:00 有 022-361-0705 本間 千佳

1150 4 宮城県 多賀城調剤薬局 985-0873 多賀城市中央3-10-5 oggeビル1F 022-385-6430 022-385-6431
8:45〜17:45（月〜金）、

8:45〜16:45（土）
有 080-5843-3269 藤野　平

1151 4 宮城県 調剤薬局ツルハドラッグ利府店 981−0112 宮城郡利府町利府字新大谷地53−1 022−349−1220 022−349−1220
月～金　9:30～18:30

土日祝日は休み
無 柴田 哲郎



薬剤師

連番
都道府県

番号
都道府県 薬局名 郵便番号

薬局所在地
(市郡区以降)

電話番号 FAX番号 開局時間
時間外対応

の有無
時間外の電話番号

研修を修了した
薬剤師氏名

薬局

1152 4 宮城県 カメイ調剤薬局松島店 981-0215 宮城郡松島町高城字浜1-68 022-353-8588 022-353-8590 
月～金　8:45～18:00

土　8:45～14:00 　日祝　休み
有 090-8612-2472 亀井 恵里子

1153 4 宮城県 カメイ調剤薬局松島店 981-0215 宮城郡松島町高城字浜1-68 022-353-8588 022-353-8590
月～金　8:45～18:00

土　8:45～14:00 　日祝　休み
有 090-8612-2472 杉村 咲穂

1154 4 宮城県 カメイ調剤薬局松島店 981-0215 宮城郡松島町高城字浜1-68 022-353-8588 022-353-8590
月～金　8:45～18:00

土　8:45～14:00 　日祝　休み
有 090-8612-2472 阿部 博行

1155 4 宮城県 カメイ調剤薬局松島店 981-0215 宮城郡松島町高城字浜1-68 022-353-8588 022-353-8590
月～金　8:45～18:00

土　8:45～14:00 　日祝　休み
有 090-8612-2472 及川 真里奈

1156 4 宮城県 カメイ調剤薬局松島店 981-0215 宮城郡松島町高城字浜1-68 022-353-8588 022-353-8590
月～金　8:45～18:00

土　8:45～14:00 　日祝　休み
有 090-8612-2472 八下田 涼太

1157 4 宮城県 アイセイ薬局　明石台店 981-3332 富谷市明石台6-1-20 022-739-7515 022-375-2871
月火金9-18　水8:30-18　木9-17
土8:30-17　第1、2日9-12:30

有 022-739-7515 石川 好美

1158 4 宮城県 アイセイ薬局　明石台店 981-3332 富谷市明石台6-1-20 022-739-7515 022-375-2871
月火金9-18　水8:30-18　木9-17
土8:30-17　第1、2日9-12:30

有 022-739-7515 高橋 奈保子

1159 4 宮城県 プロテア薬局たいとみ店 981-3362 富谷市日吉台2-34-2-2 022-725-8015 022-725-8016
平日8時30分から17時30分
土曜8時30分から13時00分

日曜、祝日休み
有 090-5070-5113 荒　真姫



薬剤師

連番
都道府県

番号
都道府県 薬局名 郵便番号

薬局所在地
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研修を修了した
薬剤師氏名

薬局

1160 4 宮城県 調剤薬局ツルハドラッグ石巻中里店 986-0814 石巻市南中里1-10-5 0225-21-6268 0225-21-6268 9:30～18:30 無 山田 浩平

1161 4 宮城県 薬局　そよかぜ号 986-0825 石巻市穀町12-18 0225-24-6463 0225-24-6473 8:30～17:30 有 090-2606-4461 佐々木 勝治

1162 4 宮城県 調剤薬局ツルハドラッグ石巻あゆみ野店 986-0850 石巻市あゆみ野3-2-17 0225-92-7268 0225-92-7268 09：00-18：00 無 山田 治郎

1163 4 宮城県 調剤薬局ツルハドラッグ大街道店 986-0854 石巻市大街道北3-1-7 0225-92-4847 0225-92-4847 9:30-18:30 無 大森 研一郎

1164 4 宮城県 調剤薬局ツルハドラッグ大街道店 986-0854 石巻市大街道北3-1-7 0225-92-4847 0225-92-4847 9:30-18:30 無 木村 亜紗美

1165 4 宮城県 調剤薬局ツルハドラッグ石巻のぞみ野店 986-0860 石巻市のぞみ野2-1-6 0225-92-0269 0225-92-0269 平日9時から18時 無 板橋 敬史

1166 4 宮城県 調剤薬局ツルハドラッグ石巻蛇田店 986-0861 石巻市蛇田字新丸井戸44-1 0225-21-8268 0225-21-8268 9時～18時 無 平山 智陽

1167 4 宮城県 調剤薬局ツルハドラッグ石巻蛇田店 986-0861 石巻市蛇田字新丸井戸44-1 0225-21-8268 0225-21-8268 9時～18時 無 矢端 文彦



薬剤師

連番
都道府県

番号
都道府県 薬局名 郵便番号

薬局所在地
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電話番号 FAX番号 開局時間
時間外対応

の有無
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研修を修了した
薬剤師氏名

薬局

1168 4 宮城県 あかね調剤薬局 986-0866 石巻市茜平2-2-17 0225-98-8140 0225-98-8150 9時〜18時15分 有 090-2506-6535 川添 るみ

1169 4 宮城県 カメイ調剤薬局石巻店 986-0867 石巻市わかば2-12-1 0225-92-7858 0225-92-7859
月～金：9:00～18:00、

土：9:30～13:30
有 090-9429-3121 小笠原 美樹

1170 4 宮城県 カメイ調剤薬局石巻店 986-0867 石巻市わかば2-12-1 0225-92-7858 0225-92-7859
月～金：9:00～18:00、

土：9:30～13:30
有 090-9429-3121 木村 綾花

1171 4 宮城県 カメイ調剤薬局石巻店 986-0867 石巻市わかば2-12-1 0225-92-7858 0225-92-7859
月～金：9:00～18:00、

土：9:30～13:30
有 090-9429-3121 佐々木 好美

1172 4 宮城県 カメイ調剤薬局石巻店 986-0867 石巻市わかば2-12-1 0225-92-7858 0225-92-7859
月～金：9:00～18:00、

土：9:30～13:30
有 090-9429-3121 清和 安以美

1173 4 宮城県 カメイ調剤薬局石巻店 986-0867 石巻市わかば2-12-1 0225-92-7858 0225-92-7859
月～金：9:00～18:00、

土：9:30～13:30
有 090-9429-3121 松川 千秋

1174 4 宮城県 カメイ調剤薬局石巻店 986-0867 石巻市わかば2-12-1 0225-92-7858 0225-92-7859
月～金：9:00～18:00、

土：9:30～13:30
有 090-9429-3121 松本　龍

1175 4 宮城県 たかぎ薬局　清水店 986-0871 石巻市清水町1-7-13 0225-94-1357 0225-94-1268
月～金8:30～17:30、

土8:30～12:00
有 090-2606-4461 伊藤 亜希子



薬剤師

連番
都道府県

番号
都道府県 薬局名 郵便番号

薬局所在地
(市郡区以降)
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研修を修了した
薬剤師氏名

薬局

1176 4 宮城県 カメイ調剤薬局石巻山下店 986-0877 石巻市錦町6-47 0225-92-6701 0225-92-6702
月・水・金　9:30～19:00

火・木　9:30～17:30
土　9:30～16:00

有 090-6625-3414 莊司 祐季

1177 4 宮城県 カメイ調剤薬局石巻山下店 986-0877 石巻市錦町6-47 0225-92-6701 0225-92-6702
月・水・金　9:30～19:00

火・木　9:30～17:30
土　9:30～16:00

有 090-6625-3414 柳澤 里佳

1178 4 宮城県 調剤薬局ツルハドラッグ石巻広渕店 987-1222 石巻市広渕字馬場屋敷34-1 0225-86-4268 0225-86-4268 9時30分から18時30分 無 櫻井 誠哉

1179 4 宮城県 こぐま薬局 981-0504 東松島市小松字若葉7ｰ12 0225-82-3943 0225-82-3944
月～金　8：30～18：00、

土　8：30～12：00、
日・祝　休み

有 090-1067-7022 土佐 貴弘

1180 4 宮城県 ツルハドラッグイオンタウン矢本調剤薬局 981-0504 東松島市小松字谷地208他 0225-82-1268 0225-82-1268 8時30分‐18時00分 無 秋葉 浩之

1181 4 宮城県 ツルハドラッグイオンタウン矢本調剤薬局 981-0504 東松島市小松字谷地208他 0225-82-1268 0225-82-1268 8時30分‐18時00分 無 橋本　剛

1182 4 宮城県 ツルハドラッグイオンタウン矢本調剤薬局 981-0504 東松島市小松字谷地208他 0225-82-1268 0225-82-1268 8時30分‐18時00分 無 西館 萌美

1183 4 宮城県 松山中央調剤薬局 987-1304 大崎市松山千石字松山440 0229-87-4851 0229-87-4852

月火木金: 8:00〜18:00
水: 8：00〜16：00
土: 8:00〜13:00

日祝は休

有 090-1496-6564 一條　直



薬剤師
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都道府県

番号
都道府県 薬局名 郵便番号
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1184 4 宮城県 調剤薬局ツルハドラッグ古川南店 989-6136 大崎市古川穂波7-2-14 0229-91-5268 0229-91-5268 9:00～18:00 無 石川 寿仁

1185 4 宮城県 クラフト薬局三日町店 989-6154 大崎市古川三日町2-3-50 0229-21-1577 0229-21-1578
9時～18時（月～金）

9時～14時（土）
有 0229-21-1577 千田 朋美

1186 4 宮城県 古川調剤薬局駅東店 989-6161 大崎市古川駅南1-10 0229-21-0230 0229-21-0231 9:00〜18:00 有 080-9015-4365 佐藤 悠人

1187 4 宮城県 古川調剤薬局駅東店 989-6161 大崎市古川駅南1-10 0229-21-0230 0229-21-0231 9:00〜18:00 有 080-5843-3143 小笠原　唯

1188 4 宮城県 古川調剤薬局駅東店 989-6161 大崎市古川駅南1-10 0229-21-0230 0229-21-0231 9:00〜18:00 有 080-5843-3143 櫻井 大也

1189 4 宮城県 古川調剤薬局駅東店 989-6161 大崎市古川駅南1-10 0229-21-0230 0229-21-0231 9:00〜18:00 有 080-5843-3143 三津石 佳奈

1190 4 宮城県 ひかり薬局古川 989-6188 大崎市古川七日町5-11 0229-24-8655 0229-24-8656
月曜～金曜8時半～17時半、

土曜8時半～13時
有 080-1674-3716 加藤 正子

1191 4 宮城県 大崎調剤薬局古川西店 989-6221 大崎市古川大宮1-2-69 0229-22-5676 0229-23-1070 8:30-18:30 有 080-3338-4442 齋藤 由佳
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都道府県
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1192 4 宮城県 大崎調剤薬局　大宮店 989-6221 大崎市古川大宮5-1-24 0229-22-9800 0229-22-1888 8：30-18：15 有 090-5186-9870 齋藤 進太郎

1193 4 宮城県 かみ薬局 981-4122 加美郡色麻町四竃字北河原1-4 0229-25-3281 0229-25-3628 平日9時～18時　土曜9時～14時 有 0229-25-3281 加藤 隆平

1194 4 宮城県 かみ薬局 981-4122 加美郡色麻町四竃字北河原1-4 0229-25-3281 0229-25-3628 平日9時～18時　土曜9時～14時 有 0229-25-3281 加藤 君子

1195 4 宮城県 さくら薬局加美色麻店 981-4122 加美郡色麻町四竃字瀧107-1 0229-25-5191 0229-25-5192 月-金9:00-17:30  土9:00-13:00 有 0229-25-5191 加藤 杏奈

1196 4 宮城県 さくら薬局加美色麻店 981-4122 加美郡色麻町四竃字瀧107-1 0229-25-5191 0229-25-5192 月-金9:00-17:30  土9:00-13:00 有 0229-51-5191 吉本 昂平

1197 4 宮城県 古川調剤薬局小野田店 981-4327 加美郡加美町上野原44-1 0229-68-1520 0229-68-1521
月～金 9:00～18:00
 土 9:00～13:00

有
080-5843-3154
090-9631-0378

坪江　翼

1198 4 宮城県 古川調剤薬局小野田店 981-4327 加美郡加美町上野原44-1 0229-68-1520 0229-68-1521
月～金 9:00～18:00
 土 9:00～13:00

有
080-5843-3154
090-9631-0378

塩田 麻美

1199 4 宮城県 調剤薬局ツルハドラッグ宮城色麻店 989-4122 加美郡色麻町四竃字瀧149-1 0229-25-5238 0229-25-5238 月～金　9：00～18：00 無 本木 祐太
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1200 4 宮城県 株式会社アサヒ薬局南郷店 989-4205 遠田郡美里町木間塚字砂押75-1 0229-58-3993 0229-58-3992 9時－18時30分 有 0229-42-2035 布施 史朗

1201 4 宮城県 調剤薬局ツルハドラッグ気仙沼東新城店 988-0066 気仙沼市東新城2-6-5 0226-21-2151 0226-21-2151 9:00-18:00 有 080-6073-7128 千葉 朋子

1202 4 宮城県 調剤薬局ツルハドラッグ気仙沼東新城店 988-0066 気仙沼市東新城2-6-5 0226-21-2151 0226-21-2151 9:00-18:00 有 080-6073-7128 石川 広恵

1203 4 宮城県 八日町調剤薬局 988-0084 気仙沼市八日町1-4-1 0226-21-1510 0226-21-1509
平日9:00-17:00
休日9:00-12:00

有 080-6073-7128 尾形 勝伸

1204 4 宮城県 カメイ調剤薬局　気仙沼店 988-0181 気仙沼市赤岩杉ノ沢9-1 0226-25-1517 0226-25-1518 平日08:30-18:00 有 090-2970-4694 及川 和憲

1205 4 宮城県 カメイ調剤薬局　気仙沼店 988-0181 気仙沼市赤岩杉ノ沢9-1 0226-25-1517 0226-25-1518 平日08:30-18:00 有 090-2970-4694 佐々木　雅

1206 4 宮城県 カメイ調剤薬局　気仙沼店 988-0181 気仙沼市赤岩杉ノ沢9-1 0226-25-1517 0226-25-1518 平日08:30-18:00 有 090-2970-4694 鈴木 翔太

1207 4 宮城県 カメイ調剤薬局　気仙沼店 988-0181 気仙沼市赤岩杉ノ沢9-1 0226-25-1517 0226-25-1518 平日08:30-18:00 有 090-2970-4694 田中 香菜子
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1208 4 宮城県 一般社団法人 気仙沼薬剤師会 会営志津川薬局 986ｰ0725 本吉郡南三陸町志津川字沼田14ｰ22 0226ｰ29ｰ6315 0226ｰ29ｰ6316
月曜日～金曜日08:30～17:30

土曜日09:00～12:00
無 丸谷 典央

1209 4 宮城県 一桝新生薬局 989-5301 栗原市栗駒岩ヶ崎神南31-3 0228-45-2789 0228-45-2270 8:30-19:00 有 090-4315-6204 千田 奈緒美

1210 4 宮城県 さくら薬局登米佐沼店 987-0511 登米市迫町佐沼字江合2-12-12 0220-23-0212 0220-22-8818
月水木金：8時-18時30分

火：8時-11時30分
土：8時-13時30分　日・祝日休み

有 0220-23-0212 菅井 悠希

1211 4 宮城県 さくら薬局登米佐沼店 987-0511 登米市迫町佐沼字江合2-12-12 0220-23-0212 0220-22-8818
月水木金：8時-18時30分

火：8時-11時30分
土：8時-13時30分　日・祝日休み

有 0220-23-0212 後藤 裕徳

1212 4 宮城県 さくら薬局登米まいや店 987-0902 登米市東和町米谷字元町185-2 0220-23-7961 0220-23-7962 8時30分～17時30分 有 0220-23-7961 星　光輝

1213 4 宮城県 調剤薬局ツルハドラッグ仙台長町店 982-0012 仙台市太白区長町南2-6-10 02-2304-2068 022-304-2068
月～金 9:00～19:00

土 9:00～13:00
有 022-304-2068 尾澤　麻里江

1214 4 宮城県 調剤薬局ツルハドラッグ塩釜店 985-0004 塩竈市藤倉2-14-42 022-361-3094 022-361-3094
月～金 9:00～19:00

土 9:00～18:00
無 佐藤　慎也

1215 4 宮城県 調剤薬局ツルハドラッグ塩釜店 985-0004 塩竃市藤倉2-14-42 022-361-3094 022-361-3094
月～金 9:00～19:00

土 9:00～18:00
無 高橋　功



薬剤師

連番
都道府県

番号
都道府県 薬局名 郵便番号

薬局所在地
(市郡区以降)

電話番号 FAX番号 開局時間
時間外対応

の有無
時間外の電話番号

研修を修了した
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薬局

1216 4 宮城県 なの花薬局南吉成店 989-3204 仙台市青葉区南吉成3-1-23 022-303-3051 022-303-3052
月～金 9:00～19:00

土 9:00～18:00
日　10:00～13:00

無 米本　賢治

1217 4 宮城県 カメイ調剤薬局あおば通店 980-0021 仙台市青葉区中央2-2-5 １階 022-302-6450 022-302-6451
月～金9：00～19：00

土9:00～17:00
無 伊藤　恵理

1218 4 宮城県 調剤薬局ツルハドラッグ南光台店 990-2451 仙台市泉区南光台南3-20-6 022-253-9133
月〜金 9:00〜18:00

土9:00-12:30
無 大柳　実穂子
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