
薬局

通番 保健所名 許可番号 店舗名称 店舗住所 開設者名称 有効期間開始日 有効期間満了日

1 仙南保健所 第Ａ00001号 有限会社菅野薬局 白石市本町９７番地 有限会社菅野薬局 2018/8/19 2024/8/18

2 仙南保健所 第Ａ00015号 株式会社銀座薬局 柴田郡柴田町船岡中央二丁目１２番２２号 株式会社銀座薬局 2022/1/1 2027/12/31

3 仙南保健所 第Ａ00022号 村上薬局 柴田郡大河原町字町７６－３ 有限会社孝洋薬局 2022/6/7 2028/6/6

4 仙南保健所 第Ａ00038号 二幸薬局 白石市字沢目８ 有限会社二幸薬局 2018/1/1 2023/12/31

5 仙南保健所 第Ａ00050号 有限会社西村薬局 角田市角田字町２２０ 有限会社西村薬局 2018/1/1 2023/12/31

6 仙南保健所 第Ａ00076号 有限会社ハタノ司生堂薬局 白石市中町４６ 有限会社ハタノ司生堂 2017/9/1 2023/8/31

7 仙南保健所 第Ａ00091号 サンコウ調剤薬局 白石市字本町１１番地 エバーリッチ株式会社 2022/11/16 2028/11/15

8 仙南保健所 第Ａ00095号 北町薬局 角田市角田字牛舘６４ 有限会社メディファル 2017/9/1 2023/8/31

9 仙南保健所 第Ａ00097号 阿部薬局 柴田郡川崎町大字前川字本町１番地 有限会社阿部薬局 2017/1/1 2022/12/31

10 仙南保健所 第Ａ00106号 コスモ薬局 角田市角田字町２４６ 有限会社メディファル 2018/9/19 2024/9/18

11 仙南保健所 第Ａ00114号 毛利薬局 角田市角田字牛舘１５－１ 有限会社毛利薬局 2022/8/18 2028/8/17

12 仙南保健所 第Ａ00116号 もみの木薬局 柴田郡柴田町船岡中央２丁目９－２１ 有限会社中央薬局 2022/12/26 2028/12/25

13 仙南保健所 第Ａ00118号 ヨツメヤ薬局 刈田郡蔵王町宮字町３４ 有限会社四ツ目屋 2017/2/20 2023/2/19

14 仙南保健所 第Ａ00120号 えんめい薬局 白石市字延命寺北１０－１０ 有限会社メディファル 2017/9/1 2023/8/31

15 仙南保健所 第Ａ00130号 すずらん薬局 柴田郡柴田町船岡中央２丁目５－１５ 株式会社プラタ 2018/8/11 2024/8/10

16 仙南保健所 第Ａ00133号 フレンド薬局白石 白石市長町５５－１ 有限会社グローバル 2018/11/20 2024/11/19

17 仙南保健所 第Ａ00137号 にしうら薬局 刈田郡蔵王町宮字西裏９ 有限会社中央薬局 2022/1/20 2028/1/19

18 仙南保健所 第Ａ00151号 有限会社大槻薬局東新町店 柴田郡大河原町字東新町１０－１１ 有限会社大槻薬局 2017/4/19 2023/4/18

19 仙南保健所 第Ａ00153号 大河原調剤薬局 柴田郡大河原町字新南２８－１１ 有限会社つるみ薬局 2017/6/15 2023/6/14

20 仙南保健所 第Ａ00156号 エルム調剤薬局白石店 白石市城北町４－３２－２ 有限会社パームサプライズ 2017/12/7 2023/12/6

21 仙南保健所 第Ａ00157号 関谷薬局 柴田郡大河原町大谷字町向116-18 合資会社関谷薬局 2018/3/16 2024/3/15

22 仙南保健所 第Ａ00160号 伊新薬局 白石市長町２ 伊藤陽子 2018/8/28 2024/8/27

23 仙南保健所 第Ａ00163号 仙台調剤大河原店 柴田郡大河原町住吉町９－７ シップヘルスケアファーマシー東日本株式会社 2019/4/16 2025/4/15

24 仙南保健所 第Ａ00169号 あさひ薬局 白石市旭町３－２－１ 有限会社中央薬局 2020/3/12 2026/3/11

25 仙南保健所 第Ａ00172号 仙台調剤白石店 白石市福岡蔵本字秋野沢２２－５ シップヘルスケアファーマシー東日本株式会社 2020/4/17 2026/4/16

26 仙南保健所 第Ａ00174号 みどり薬局刈田病院前店 白石市福岡蔵本秋野沢２６－１ 有限会社伊新薬局 2020/4/17 2026/4/16

27 仙南保健所 第Ａ00177号 かみまち薬局 柴田郡柴田町槻木上町３丁目６－２６ 有限会社つるみ薬局 2020/9/18 2026/9/17

28 仙南保健所 第Ａ00178号 サイカ調剤薬局丸森病院前店 伊具郡丸森町字鳥屋８７－３ 有限会社斎嘉薬局 2019/9/9 2025/9/8

29 仙南保健所 第Ａ00179号 丸森調剤薬局病院前店 伊具郡丸森町字鳥屋８５－１ 有限会社メディカルイトウ 2021/3/12 2027/3/11

30 仙南保健所 第Ａ00180号 みどり薬局城北店 白石市城北町４－１４ 有限会社伊新薬局 2021/4/14 2027/4/13

31 仙南保健所 第Ａ00181号 アイランド薬局大河原店 柴田郡大河原町字新東９２－１１ アポクリート株式会社 2021/8/15 2027/8/14

32 仙南保健所 第Ａ00182号 仙台調剤薬局大河原西店 柴田郡大河原町字新東９２－１ シップヘルスケアファーマシー東日本株式会社 2021/8/20 2027/8/19

33 仙南保健所 第Ａ00183号 カメイ調剤薬局大河原店 柴田郡大河原町字新東９３番６号 カメイ株式会社 2021/10/17 2027/10/16

34 仙南保健所 第Ａ00187号 フレンド薬局清水小路 白石市清水小路５－１ 有限会社フレンド薬局 2022/1/15 2028/1/14

35 仙南保健所 第Ａ00188号 川崎薬局 柴田郡川崎町大字前川字北原２３－１ 有限会社斎藤材木店 2022/2/18 2028/2/17

36 仙南保健所 第Ａ00189号 マリーン調剤薬局角田店 角田市角田字田町１２８－２ 株式会社アクア 2022/3/12 2028/3/11

37 仙南保健所 第Ａ00190号 あおば薬局 柴田郡柴田町北船岡１－３９－１ 有限会社中央薬局 2022/3/18 2028/3/17

38 仙南保健所 第Ａ00193号 フジ薬局白石店 白石市字銚子ヶ森１０－４３ 有限会社フジ・メディカル 2022/5/17 2028/5/16

39 仙南保健所 第Ａ00194号 カメイ調剤薬局川崎店 柴田郡川崎町大字前川字北原２４番２ カメイ株式会社 2022/7/16 2028/7/15

40 仙南保健所 第Ａ00198号 宮調剤薬局 白石市福岡深谷字一本松１６ 有限会社メディカルイトウ 2017/9/1 2023/8/31

41 仙南保健所 第Ａ00199号 甲子調剤薬局 柴田郡大河原町字甲子町３－１ 有限会社柴田調剤薬局 2017/9/13 2023/9/12

42 仙南保健所 第Ａ00201号 ヨツメヤ薬局鳥井先店 刈田郡蔵王町宮字鳥井先７－２ 有限会社四ツ目屋 2017/9/13 2023/9/12

43 仙南保健所 第Ａ00202号 うさぎ薬局 白石市字兎作４０番地２ 有限会社エーワン 2017/9/20 2023/9/19

44 仙南保健所 第Ａ00203号 調剤薬局ツルハドラッグ宮城白石店 白石市大手町１番８号 株式会社ツルハ 2017/10/18 2023/10/17

45 仙南保健所 第Ａ00207号 ひまわり薬局 柴田郡柴田町船岡東二丁目７－１５ 株式会社プラタ 2018/12/19 2024/12/18
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薬局

通番 保健所名 許可番号 店舗名称 店舗住所 開設者名称 有効期間開始日 有効期間満了日

46 仙南保健所 第Ａ00210号 槻木中央薬局 柴田郡柴田町槻木上町一丁目１番５５号 有限会社つるみ薬局 2019/5/1 2025/4/30

47 仙南保健所 第Ａ00211号 柴田オレンジ薬局 柴田郡柴田町槻木下町２－８－１ メディカルワーク株式会社 2019/7/1 2025/6/30

48 仙南保健所 第Ａ00215号 しんえい薬局 柴田郡柴田町船岡新栄三丁目４２－２８ 有限会社つるみ薬局 2019/11/1 2025/10/31

49 仙南保健所 第Ａ00217号 髙木薬局 白石市南町一丁目３番３９号 株式会社伍人会 2020/5/1 2026/4/30

50 仙南保健所 第Ａ00218号 ３１０（さとう）調剤薬局 柴田郡大河原町大谷字戸ノ内前３１－１０ 株式会社ＨＳＣ 2020/7/1 2026/6/30

51 仙南保健所 第Ａ00219号 ペガサス薬局大河原店 柴田郡大河原町字広表３４番地９ 有限会社ペガサス薬局 2020/10/9 2026/10/8

52 仙南保健所 第Ａ00220号 サイカ調剤薬局大舘店 伊具郡丸森町字大舘３丁目１０９ 有限会社斎嘉薬局 2020/12/9 2026/12/8

53 仙南保健所 第Ａ00221号 南町薬局 角田市角田字南６０－５ 有限会社メディカルウエスト 2021/4/13 2027/4/12

54 仙南保健所 第Ａ00226号 さくら薬局 角田市佐倉字畑田南２－６ 有限会社メディカルイトウ 2022/10/4 2028/10/3

55 仙南保健所 第Ａ00227号 大河原桜町薬局 柴田郡大河原町字南桜町４―４ 有限会社 ケイ 2022/11/1 2028/10/31

56 仙南保健所 第Ａ00228号 中央薬局 角田市角田字扇町１１－１４ 有限会社中央薬局 2017/1/1 2022/12/31

57 仙南保健所 第Ａ00232号 こひつじ薬局 柴田郡柴田町槻木上町１－８１－１ 有限会社メディカルイトウ 2018/8/10 2024/8/9

58 仙南保健所 第Ａ00234号 ひがし薬局七ヶ宿 刈田郡七ヶ宿町字関184番地1 株式会社伍人会 2019/9/1 2025/8/31

59 仙南保健所 第Ａ00235号 船迫調剤薬局 柴田郡柴田町西船迫２－２－１３ 有限会社柴田調剤薬局 2019/10/9 2025/10/8

60 仙南保健所 第Ａ00237号 船岡調剤薬局 柴田郡柴田町船岡中央3-431-3 有限会社メディカルイトウ 2021/5/1 2027/4/30

61 仙南保健所 第Ａ00239号 こうめ薬局 柴田郡柴田町西船迫二丁目６－３ 株式会社Ｚｅｌｋｏｖａ 2021/9/1 2027/8/31

62 仙南保健所 第Ａ00240号 アイン薬局蔵王店 刈田郡蔵王町大字円田字和田１３８－３ 株式会社アインファーマシーズ 2021/11/1 2027/10/31

63 仙南保健所 第Ａ00241号 アイン薬局村田店 柴田郡村田町大字村田字西６２番３ 株式会社アインファーマシーズ 2021/11/1 2027/10/31

64 仙南保健所 第Ａ00242号 調剤薬局ツルハドラッグ角田中央店 角田市角田字町２２２－２ 株式会社ツルハ 2022/4/7 2028/4/6

65 仙南保健所 第Ａ00244号 けやき薬局白石店 白石市城南二丁目２－１３ 株式会社ノア 2022/7/1 2028/6/30

66 仙南保健所 第Ａ00246号 細川薬局 角田市角田字町２２ 細川大輔 2017/3/21 2023/3/20

67 仙南保健所 第Ａ00248号 セイナ調剤薬局 柴田郡大河原町字町７０番地４ 株式会社セイナ 2018/3/1 2024/2/29

68 仙南保健所 第Ａ00249号 株式会社調剤薬局アウル 柴田郡大河原町字新東９３－９ 株式会社調剤薬局アウル 2018/9/12 2024/9/11

69 仙南保健所 第Ａ00250号 アイベル薬局大河原店 柴田郡大河原町大谷末広６１－１ すずめメディカル株式会社 2018/12/25 2024/12/24

70 仙南保健所 第Ａ00251号 つばさ薬局船岡店 柴田郡柴田町船岡新栄四丁目３－１５ 一般社団法人みやぎ保健企画 2019/3/1 2025/2/28

71 仙南保健所 第Ａ00253号 さんた薬局 白石市鷹巣東1-5-29 有限会社サンディック 2019/10/1 2025/9/30

72 仙南保健所 第Ａ00254号 リーフ調剤薬局 柴田郡大河原町字小島26-12 株式会社ABIC 2019/10/11 2025/10/10

73 仙南保健所 第Ａ00256号 しろいし薬局 白石市沢端町２番３９号 エバーリッチ株式会社 2020/4/1 2026/3/31

74 仙南保健所 第Ａ00257号 蔵王ヘルスマート薬局 刈田郡蔵王町宮字町３７－３ 株式会社グッドネイバー 2020/7/1 2026/6/30

75 仙南保健所 第Ａ00258号 ウエルシア薬局船岡中央店 柴田郡柴田町船岡中央３丁目１８番１０号 ウエルシア薬局株式会社 2020/9/23 2026/9/22

76 仙南保健所 第Ａ00259号 リズム調剤薬局白石蔵王店 白石市鷹巣東３丁目８－３５ 株式会社ABIC 2021/2/1 2027/1/31

77 仙南保健所 第Ａ00260号 カメイ調剤薬局村田店 柴田郡村田町大字村田字西４２ カメイ株式会社 2021/4/1 2027/3/31

78 仙南保健所 第Ａ00261号 やすらぎ調剤薬局 柴田郡村田町小泉西浦８８－１ 株式会社マーレ薬品 2021/12/1 2027/11/30

79 仙南保健所 第Ａ00262号 くるみ薬局 角田市角田字田町１２３番地の６ 株式会社ＫＡＣＰ 2022/1/1 2027/12/31

80 仙南保健所 第Ａ00263号 あるふぁ薬局仙南病院前店 角田市角田字牛舘２０番地 株式会社シームレスファーマ 2022/3/1 2028/2/29

81 仙南保健所 第Ａ00264号 つきのき駅西薬局 柴田郡柴田町槻木駅西１丁目４－１１ アポクリート株式会社 2022/4/1 2028/3/31

82 仙南保健所 第Ａ00265号 つきのき駅南薬局 柴田郡柴田町槻木上町２丁目６－２ アポクリート株式会社 2022/4/1 2028/3/31

83 仙南保健所 第Ａ00266号 カメイ調剤薬局　船岡店 柴田郡柴田町船岡新栄３丁目４３－９ カメイ株式会社 2022/4/18 2028/4/17

84 仙南保健所 第Ａ00267号 アイン薬局　本船迫店 柴田郡柴田町大字本船迫字上町２６－３１ 株式会社アインファーマシーズ 2022/8/1 2028/7/31

85 仙南保健所 第Ａ00268号 クスリのアオキ大河原薬局 柴田郡大河原町大谷字西原前５３番地２ 株式会社クスリのアオキ 2022/8/1 2028/7/31

86 仙南保健所 第Ａ00269号 カワチ薬局　大河原店 柴田郡大河原町字広表３９－１８ 株式会社カワチ薬品 2022/11/24 2028/11/23

87 岩沼支所 第Ａ00001号 合資会社せきや薬局 岩沼市中央一丁目２番１５号 合資会社せきや薬局 2022/9/11 2028/9/10

88 岩沼支所 第Ａ00048号 もみのき薬局 亘理郡亘理町逢隈中泉字中１２３－１ 株式会社もみのき薬局 2017/10/16 2023/10/15

89 岩沼支所 第Ａ00051号 末広調剤薬局 岩沼市末広二丁目２番７号 有限会社柴田調剤薬局 2022/11/17 2028/11/16

90 岩沼支所 第Ａ00058号 有限会社サン薬局 岩沼市中央一丁目４－１１ 有限会社サン薬局 2018/2/14 2024/2/13
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通番 保健所名 許可番号 店舗名称 店舗住所 開設者名称 有効期間開始日 有効期間満了日

91 岩沼支所 第Ａ00066号 有限会社なとり薬局 名取市大手町６丁目２番地の４ 有限会社なとり薬局 2022/9/13 2028/9/12

92 岩沼支所 第Ａ00073号 さくら薬局 岩沼市桜４丁目５－９ 有限会社つるみ薬局 2018/7/9 2024/7/8

93 岩沼支所 第Ａ00082号 調剤薬局エーゲ海 亘理郡山元町山寺字石田２０－１ 有限会社つるみ薬局 2022/9/16 2028/9/15

94 岩沼支所 第Ａ00084号 うえまつ調剤薬局 名取市植松一丁目１－２１ 有限会社ケイ 2022/12/18 2028/12/17

95 岩沼支所 第Ａ00090号 城南薬局 亘理郡亘理町舘南８５－１７ 有限会社中央薬局 2017/9/8 2023/9/7

96 岩沼支所 第Ａ00092号 仙台調剤名取店 名取市愛島塩手字下田１１９－４ シップヘルスケアファーマシー東日本株式会社 2017/9/16 2023/9/15

97 岩沼支所 第Ａ00098号 すばる調剤薬局名取店 名取市杉ケ袋字前沖２３８ 有限会社すばる 2019/3/16 2025/3/15

98 岩沼支所 第Ａ00099号 あすか調剤薬局 名取市手倉田字八幡338-9 有限会社なとり薬局 2019/5/17 2025/5/16

99 岩沼支所 第Ａ00100号 武隈調剤薬局 岩沼市たけくま２丁目４番９号 有限会社メディカルウエスト 2019/9/6 2025/9/5

100 岩沼支所 第Ａ00102号 フレンド薬局吉田 亘理郡亘理町吉田字松崎６７ 有限会社フレンド薬局 2020/4/1 2026/3/31

101 岩沼支所 第Ａ00104号 森薬局 亘理郡山元町坂元字町５６ 森建夫 2020/5/30 2026/5/29

102 岩沼支所 第Ａ00114号 ひかり薬局名取 名取市手倉田字箱塚屋敷９－５ 株式会社オオノ 2022/8/10 2028/8/9

103 岩沼支所 第Ａ00115号 いとう薬局亘理店 亘理郡亘理町字狐塚１－１ 有限会社メディカルイトウ 2022/9/7 2028/9/6

104 岩沼支所 第Ａ00118号 おおぞら薬局名取店 名取市上余田字市ノ坪２７５－２ 有限会社大空メディカル 2022/12/16 2028/12/15

105 岩沼支所 第Ａ00121号 つくし薬局名取増田店 名取市増田７丁目３番３号 株式会社ワークイン 2017/9/1 2023/8/31

106 岩沼支所 第Ａ00127号 いわぬま中央薬局 岩沼市中央３丁目４－２０ 株式会社さくらメディカ 2018/8/1 2024/7/31

107 岩沼支所 第Ａ00129号 おやま薬局 岩沼市桜１丁目２番２６号 株式会社ＴＩＰメディカル 2018/12/12 2024/12/11

108 岩沼支所 第Ａ00135号 調剤薬局いわぬま 岩沼市大手町６番２８号 株式会社ファイン 2019/4/1 2025/3/31

109 岩沼支所 第Ａ00136号 フクロウ調剤薬局 名取市杜せきのした一丁目8番地の23 株式会社フクロウ調剤薬局 2019/8/7 2025/8/6

110 岩沼支所 第Ａ00145号 杜の都調剤薬局 岩沼市館下２丁目１の２１ 株式会社杜の都調剤薬局 2020/11/5 2026/11/4

111 岩沼支所 第Ａ00147号 ひかる薬局 岩沼市桑原4丁目11-18 株式会社NOAファーマシー 2021/5/13 2027/5/12

112 岩沼支所 第Ａ00148号 仙台調剤薬局　せきのした店 名取市杜せきのした２丁目６－８ シップヘルスケアファーマシー東日本株式会社 2021/8/7 2027/8/6

113 岩沼支所 第Ａ00149号 アイル薬局名取店 名取市みどり台２丁目４－５ 株式会社メディカル・エイド東北 2021/11/1 2027/10/31

114 岩沼支所 第Ａ00151号 さくら薬局　名取店 名取市杜せきのした五丁目３番地の１（22151） クラフト株式会社 2022/4/1 2028/3/31

115 岩沼支所 第Ａ00154号 有限会社さざんか薬局 亘理郡亘理町字中町東１６８－３ 有限会社さざんか薬局 2022/6/1 2028/5/31

116 岩沼支所 第Ａ00156号 たんぽぽ調剤薬局 岩沼市恵み野1丁目7番地の５ 有限会社なのはな 2022/8/9 2028/8/8

117 岩沼支所 第Ａ00158号 フレンド薬局名取 名取市手倉田字諏訪６１０－１ 有限会社フレンド薬局 2022/10/1 2028/9/30

118 岩沼支所 第Ａ00160号 サミー薬局りんくう店 名取市杜せきのした五丁目６－９ 有限会社サミー 2017/7/1 2023/6/30

119 岩沼支所 第Ａ00162号 ルミル薬局名取店 名取市愛の杜２丁目１－５ 株式会社パワーファーマシー 2019/6/10 2025/6/9

120 岩沼支所 第Ａ00163号 共創未来　玉浦薬局 岩沼市恵み野二丁目５-１ 株式会社ファーマみらい 2019/11/1 2025/10/31

121 岩沼支所 第Ａ00164号 クラウド調剤薬局亘理店 亘理郡亘理町字五日町１９ 株式会社ジェイクラウド 2019/10/7 2025/10/6

122 岩沼支所 第Ａ00166号 センター薬局 名取市小山２丁目２番４３号 株式会社仙南薬品 2019/10/15 2025/10/14

123 岩沼支所 第Ａ00167号 カワチ薬局岩沼店 岩沼市たけくま２－３－５７ 株式会社カワチ薬品 2019/12/27 2025/12/26

124 岩沼支所 第Ａ00168号 あいあい薬局 岩沼市中央二丁目４－３ 株式会社アポカ 2020/4/1 2026/3/31

125 岩沼支所 第Ａ00169号 おおぞら薬局桜店 岩沼市桜一丁目１番１０号 有限会社大空メディカル 2020/4/7 2026/4/6

126 岩沼支所 第Ａ00170号 はこづか調剤薬局 名取市箱塚２丁目３－７ 株式会社はこづか調剤薬局 2020/8/1 2026/7/31

127 岩沼支所 第Ａ00171号 なとり一中前薬局 名取市小山２丁目１－３ 有限会社なとり薬局 2020/11/10 2026/11/9

128 岩沼支所 第Ａ00172号 おやま調剤薬局 名取市小山二丁目３番２６－１号 株式会社さくらメディカ 2021/7/1 2027/6/30

129 岩沼支所 第Ａ00173号 アイン薬局岩沼店 岩沼市中央一丁目３－１０ 株式会社アインファーマシーズ 2021/11/1 2027/10/31

130 岩沼支所 第Ａ00174号 ベスト薬局 名取市下余田字鹿島１０ 株式会社エムズライン 2022/8/1 2028/7/31

131 岩沼支所 第Ａ00175号 調剤薬局ツルハドラッグ名取手倉田店 名取市手倉田諏訪５６８ 株式会社ツルハ 2022/9/26 2028/9/25

132 岩沼支所 第Ａ00176号 めでしまの郷オレンジ薬局 名取市愛島郷１丁目１６－２５ いまいメディカルサポート株式会社 2022/9/17 2028/9/16

133 岩沼支所 第Ａ00178号 マリーン調剤薬局　館腰店 名取市植松４丁目１７－１７ 株式会社アクア 2017/7/30 2023/7/29

134 岩沼支所 第Ａ00179号 つばめ薬局 亘理郡山元町浅生原字田中24-1 株式会社レオンファーマシー 2017/10/1 2023/9/30

135 岩沼支所 第Ａ00180号 うさぎ森薬局　岩沼店 岩沼市館下一丁目２－１２－１０１ 株式会社フォレストファーマシー 2018/2/1 2024/1/31
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136 岩沼支所 第Ａ00181号 クオール薬局名取店 名取市上余田字吉原７ クオール株式会社 2018/10/1 2024/9/30

137 岩沼支所 第Ａ00182号 クオール薬局岩沼西店 岩沼市土ヶ崎三丁目５－１０ クオール株式会社 2018/10/1 2024/9/30

138 岩沼支所 第Ａ00183号 クオール薬局岩沼店 岩沼市中央３丁目４－２７ クオール株式会社 2018/10/1 2024/9/30

139 岩沼支所 第Ａ00184号 クオール薬局岩沼あさひ野店 岩沼市あさひ野１－８－２０ クオール株式会社 2018/10/1 2024/9/30

140 岩沼支所 第Ａ00185号 クオール薬局岩沼東店 岩沼市里の杜一丁目２番２号 クオール株式会社 2018/10/1 2024/9/30

141 岩沼支所 第Ａ00186号 宮城調剤薬局　亘理店 亘理郡亘理町字旧舘３０－１ 株式会社宮城調剤薬局 2019/3/1 2025/2/28

142 岩沼支所 第Ａ00187号 愛の杜めぐみ薬局 名取市愛の杜１丁目２－７ 株式会社ヴィーブ 2019/10/1 2025/9/30

143 岩沼支所 第Ａ00188号 ひまわり薬局 亘理郡山元町坂元道合６８－４ シーキューブファーマシィ株式会社 2019/12/1 2025/11/30

144 岩沼支所 第Ａ00189号 アイン薬局名取増田店 名取市増田字柳田210‐1 株式会社アインファーマシーズ 2020/4/1 2026/3/31

145 岩沼支所 第Ａ00191号 アイン薬局　亘理店 亘理郡亘理町字上茨田4-9 株式会社アインファーマシーズ 2020/4/1 2026/3/31

146 岩沼支所 第Ａ00192号 アイン薬局　亘理山元店 亘理郡山元町高瀬字合戦原111-2 株式会社アインファーマシーズ 2020/4/1 2026/3/31

147 岩沼支所 第Ａ00194号 おやま薬局２号店 岩沼市桜２－４－１－１ 株式会社ＴＩＰメディカル 2020/5/7 2026/5/6

148 岩沼支所 第Ａ00195号 増田調剤薬局 名取市増田２丁目６－１５ 株式会社グッドネイバー 2020/7/1 2026/6/30

149 岩沼支所 第Ａ00196号 クスリのアオキ二木薬局 岩沼市二木２－１－１ 株式会社クスリのアオキ 2020/7/1 2026/6/30

150 岩沼支所 第Ａ00197号 ウエルシア薬局岩沼中央店 岩沼市中央四丁目１１番１３号 ウエルシア薬局株式会社 2020/9/18 2026/9/17

151 岩沼支所 第Ａ00198号 なの花薬局名取熊野堂店 名取市高舘熊野堂字岩口下４５番７号 株式会社なの花東北 2021/1/1 2026/12/31

152 岩沼支所 第Ａ00200号 すわん薬局 名取市手倉田字諏訪３５６－１ 株式会社Cygne 2021/2/12 2027/2/11

153 岩沼支所 第Ａ00201号 クスリのアオキ美田園薬局 名取市美田園七丁目１番地の１ 株式会社クスリのアオキ 2021/3/1 2027/2/28

154 岩沼支所 第Ａ00202号 仙台調剤薬局　美田園店 名取市美田園８丁目１－８ シップヘルスケアファーマシー東日本株式会社 2021/3/16 2027/3/15

155 岩沼支所 第Ａ00203号 ウエルシア薬局名取大手町店 名取市大手町五丁目３番地２ ウエルシア薬局株式会社 2021/3/22 2027/3/21

156 岩沼支所 第Ａ00204号 名取たこうオレンジ薬局 名取市田高字原５９７ いまいメディカルサポート株式会社 2021/5/17 2027/5/16

157 岩沼支所 第Ａ00205号 名取調剤薬局 名取市高舘吉田字前沖２１１番３ 株式会社メディラック 2021/6/16 2027/6/15

158 岩沼支所 第Ａ00206号 イオン薬局名取店 名取市杜せきのした５丁目３番地１ イオン東北株式会社 2021/9/1 2027/8/31

159 岩沼支所 第Ａ00207号 アイン薬局　名取店 名取市増田字柳田８－３ 株式会社アインファーマシーズ 2022/1/1 2027/12/31

160 岩沼支所 第Ａ00208号 いわぬま西調剤薬局 岩沼市たけくま２丁目４－３ アポクリート株式会社 2022/4/1 2028/3/31

161 岩沼支所 第Ａ00210号 クスリのアオキ藤浪薬局 岩沼市藤浪一丁目４番１０号 株式会社クスリのアオキ 2022/6/1 2028/5/31

162 岩沼支所 第Ａ00211号 アイン薬局　名取美田園店 名取市美田園７丁目１８－２ 株式会社アインファーマシーズ 2022/8/1 2028/7/31

163 岩沼支所 第Ａ00212号 わたり調剤薬局 亘理郡亘理町字新町５３－４ アポクリート株式会社 2022/9/26 2028/9/25

164 岩沼支所 第Ａ00213号 中央薬局 名取市増田１丁目１３番１２号 株式会社仙南薬品 2022/10/1 2028/9/30

165 岩沼支所 第Ａ00214号 調剤薬局ツルハドラッグ名取増田店 名取市増田字北谷２６４－１ 株式会社ツルハ 2022/10/16 2028/10/15

166 岩沼支所 第Ａ00215号 すず薬局　名取店 名取市大手町６丁目１３－７　ガリシアビル１階１０１ 有限会社ファーマシーすず 2022/10/7 2028/10/6

167 岩沼支所 第Ａ00216号 ウエルシア薬局名取増田店 名取市増田字柳田５番地の１ ウエルシア薬局株式会社 2022/10/13 2028/10/12

168 塩釜保健所 第Ａ00001号 株式会社早川薬局 塩竈市玉川二丁目２番１３号 株式会社早川薬局 2017/1/1 2022/12/31

169 塩釜保健所 第Ａ00005号 ソフィア薬局 塩竈市旭町１７番３１号 有限会社メディカル・ブレーン 2022/1/1 2027/12/31

170 塩釜保健所 第Ａ00009号 株式会社アサヒ薬局 塩竈市港町二丁目５－１０ 株式会社アサヒ薬局 2022/1/1 2027/12/31

171 塩釜保健所 第Ａ00012号 タマガワ薬局利府中央店 宮城郡利府町中央三丁目５－１ 有限会社ミウラ 2018/6/18 2024/6/17

172 塩釜保健所 第Ａ00020号 有限会社げば薬局 塩竈市錦町１３番１１号 有限会社げば薬局 2022/5/20 2028/5/19

173 塩釜保健所 第Ａ00022号 ハッピー薬局 多賀城市笠神１－６－２７ 鈴木敏雄 2022/3/13 2028/3/12

174 塩釜保健所 第Ａ00023号 あやめ調剤薬局 多賀城市鶴ヶ谷二丁目１９番２０号 有限会社ワイエース 2021/12/16 2027/12/15

175 塩釜保健所 第Ａ00031号 三浦薬局 多賀城市下馬２丁目７－１ 株式会社三浦薬局 2017/1/1 2022/12/31

176 塩釜保健所 第Ａ00050号 エム薬局 宮城郡利府町中央二丁目８番地１ 有限会社ドラックエム 2017/11/11 2023/11/10

177 塩釜保健所 第Ａ00066号 有限会社新浜薬局 塩竈市新浜町一丁目１７番１６号 有限会社新浜薬局 2018/2/21 2024/2/20

178 塩釜保健所 第Ａ00076号 有限会社塗薬局 塩竈市北浜二丁目７番４号 有限会社塗薬局 2017/9/16 2023/9/15

179 塩釜保健所 第Ａ00081号 有限会社塩釜芍薬堂薬局 塩竈市南町５番５号エクレール西塩釜１階 有限会社塩釜芍薬堂 2018/7/1 2024/6/30

180 塩釜保健所 第Ａ00087号 とよしま薬局 塩竈市錦町１４番８号 有限会社とよしま薬局 2022/10/15 2028/10/14
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181 塩釜保健所 第Ａ00088号 有限会社利府グリーン薬局 宮城郡利府町神谷沢字塚元３６番地６ 有限会社利府グリーン薬局 2017/3/16 2023/3/15

182 塩釜保健所 第Ａ00089号 ひまわり薬局 多賀城市大代五丁目１番１５号 有限会社なのはな 2017/9/1 2023/8/31

183 塩釜保健所 第Ａ00093号 すばる調剤薬局高崎店 多賀城市高崎三丁目２６番１号ヒルトップ１０７号 有限会社すばる 2017/7/15 2023/7/14

184 塩釜保健所 第Ａ00096号 なのはな薬局 多賀城市八幡三丁目４番３２号 有限会社なのはな 2017/9/1 2023/8/31

185 塩釜保健所 第Ａ00097号 タケダ薬局 塩竈市東玉川町１番２４号 武田武久 2017/12/17 2023/12/16

186 塩釜保健所 第Ａ00098号 ヤマザワ調剤薬局利府店 宮城郡利府町花園１丁目２１８－４ 株式会社ヤマザワ薬品 2018/2/16 2024/2/15

187 塩釜保健所 第Ａ00108号 タマガワ薬局香津店 塩竈市佐浦町１６－８ 有限会社ミウラ 2019/3/16 2025/3/15

188 塩釜保健所 第Ａ00109号 調剤薬局ツルハドラッグ多賀城店 多賀城市高橋四丁目４番１号 株式会社ツルハ 2019/4/18 2025/4/17

189 塩釜保健所 第Ａ00113号 ソルト薬局 塩竈市宮町８番１８号 有限会社利府グリーン薬局 2020/4/1 2026/3/31

190 塩釜保健所 第Ａ00116号 きらら薬局 塩竈市南錦町８番９号 有限会社ファーランド 2020/5/14 2026/5/13

191 塩釜保健所 第Ａ00118号 かいぶち調剤薬局 多賀城市八幡三丁目６番１２号１０１ 有限会社かいぶち調剤薬局 2020/11/15 2026/11/14

192 塩釜保健所 第Ａ00123号 リフレ薬局多賀城店 多賀城市中央１－１６－９ 株式会社メディカルコスモ 2022/3/16 2028/3/15

193 塩釜保健所 第Ａ00124号 調剤薬局ツルハドラッグ塩釜店 塩竈市藤倉二丁目１４番４２号 株式会社ツルハ 2022/3/26 2028/3/25

194 塩釜保健所 第Ａ00125号 まりも調剤薬局 塩竈市玉川一丁目８－５９ 有限会社ファーランド 2022/5/11 2028/5/10

195 塩釜保健所 第Ａ00128号 有限会社たかぎ薬局 宮城郡松島町高城字元釜家９番地の１ 有限会社たかぎ薬局 2017/4/8 2023/4/7

196 塩釜保健所 第Ａ00129号 カメイ調剤薬局　松島店 宮城郡松島町高城字浜１－６８ カメイ株式会社 2017/5/17 2023/5/16

197 塩釜保健所 第Ａ00132号 グリーン薬局 塩竈市藤倉三丁目１７番６号 有限会社松山グリーン薬局 2017/11/1 2023/10/31

198 塩釜保健所 第Ａ00134号 塩竈調剤薬局 塩竈市玉川一丁目９番６３号 株式会社医薬品情報センター 2018/6/16 2024/6/15

199 塩釜保健所 第Ａ00135号 もみじ山調剤薬局 多賀城市伝上山１丁目４－３ 株式会社もみじ山薬局 2018/11/10 2024/11/9

200 塩釜保健所 第Ａ00136号 ウジエ調剤薬局利府店 宮城郡利府町利府字新舘２－１ 有限会社ウジエ調剤薬局 2019/1/19 2025/1/18

201 塩釜保健所 第Ａ00138号 アトラス調剤薬局 多賀城市高橋一丁目３－２５－１ 有限会社たいよう薬局 2019/3/1 2025/2/28

202 塩釜保健所 第Ａ00143号 調剤薬局ツルハドラッグ利府店 宮城郡利府町利府字新大谷地５３番地１ 株式会社ツルハ 2020/4/1 2026/3/31

203 塩釜保健所 第Ａ00148号 パンダ薬局 塩竈市北浜１－６－１１ 有限会社マリンメディカル 2020/9/8 2026/9/7

204 塩釜保健所 第Ａ00151号 リフレ薬局塩釜店 塩竈市白萩町９－２ 株式会社メディカルコスモ 2021/1/14 2027/1/13

205 塩釜保健所 第Ａ00156号 多賀城調剤薬局 多賀城市中央３丁目１０番５号　oggeビル１階 株式会社医薬品情報センター 2021/10/7 2027/10/6

206 塩釜保健所 第Ａ00157号 みうら薬局八幡店 多賀城市八幡三丁目１０番３４号 江誠メディカル株式会社 2022/3/30 2028/3/29

207 塩釜保健所 第Ａ00158号 汐見調剤薬局 宮城郡七ヶ浜町汐見台南１－２－２ 株式会社ジェイクラウド 2022/5/10 2028/5/9

208 塩釜保健所 第Ａ00162号 株式会社早川薬局新浜店 塩竈市新浜町一丁目６番１０号 株式会社早川薬局 2017/7/7 2023/7/6

209 塩釜保健所 第Ａ00165号 アート調剤薬局 塩竈市東玉川町２番１３号 有限会社アート・ラボ 2018/3/19 2024/3/18

210 塩釜保健所 第Ａ00167号 日本調剤　塩釜薬局 塩竈市佐浦町１４番２１号 日本調剤株式会社 2018/7/1 2024/6/30

211 塩釜保健所 第Ａ00168号 ヤマザワ調剤薬局　仙塩利府病院前店 宮城郡利府町青葉台二丁目２番１１０ 株式会社ヤマザワ薬品 2018/8/24 2024/8/23

212 塩釜保健所 第Ａ00172号 仙台調剤薬局　多賀城店 多賀城市高橋四丁目２０番４号 シップヘルスケアファーマシー東日本株式会社 2018/10/11 2024/10/10

213 塩釜保健所 第Ａ00173号 中川薬局　利府店 宮城郡利府町青山二丁目１番地１０ 株式会社グラム 2018/10/11 2024/10/10

214 塩釜保健所 第Ａ00175号 タカラ調剤薬局加瀬沼店 宮城郡利府町加瀬字北窪２８－４ 有限会社ドラックエム 2019/6/1 2025/5/31

215 塩釜保健所 第Ａ00177号 マリーン調剤薬局仙塩利府病院前店 宮城郡利府町青葉台３丁目１－７０ 株式会社アクア 2020/6/11 2026/6/10

216 塩釜保健所 第Ａ00180号 しらかし台薬局 宮城郡利府町しらかし台一丁目１番１４号 株式会社グッドネイバー 2021/4/1 2027/3/31

217 塩釜保健所 第Ａ00181号 リフレ薬局　城南店 多賀城市城南１丁目１０－１９ 株式会社メディカルコスモ 2022/1/1 2027/12/31

218 塩釜保健所 第Ａ00184号 アイセイ薬局多賀城山王店 多賀城市山王字中山王１３－１ 株式会社アイセイ薬局 2022/10/1 2028/9/30

219 塩釜保健所 第Ａ00185号 マリーン調剤薬局　本塩釜店 塩竈市北浜１丁目７－６ 株式会社アクア 2022/12/1 2028/11/30

220 塩釜保健所 第Ａ00186号 宮町薬局 塩竈市宮町３番２５号 有限会社ワイケー・メディカルサプライ 2017/6/1 2023/5/31

221 塩釜保健所 第Ａ00187号 アクト調剤薬局 塩竈市松陽台一丁目１番２－１ アクトメディカル株式会社 2017/7/18 2023/7/17

222 塩釜保健所 第Ａ00188号 銀河薬局　泉沢店 塩竈市泉沢町２２番５号 株式会社銀河調剤 2017/9/1 2023/8/31

223 塩釜保健所 第Ａ00189号 ウエルシア薬局　本塩釜駅前店 塩竈市海岸通１１番１号 ウエルシア薬局株式会社 2017/12/28 2023/12/27

224 塩釜保健所 第Ａ00190号 まごころ調剤薬局松島店 宮城郡松島町高城字町６２番地３ 有限会社ティエスメディカル 2017/10/1 2023/9/30

225 塩釜保健所 第Ａ00191号 あかね薬局　塩釜店 塩竈市字伊保石２１番１号 有限会社わした企画 2018/4/1 2024/3/31
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226 塩釜保健所 第Ａ00192号 アムズ調剤薬局多賀城店 多賀城市東田中二丁目４０番３２号　Ｇ１０６ 有限会社すばる 2018/4/1 2024/3/31

227 塩釜保健所 第Ａ00193号 クローバー調剤薬局 多賀城市笠神四丁目６番１７号 クオール株式会社 2018/10/1 2024/9/30

228 塩釜保健所 第Ａ00194号 クオール薬局しおがま店 塩竈市本町３番１９号 クオール株式会社 2018/10/1 2024/9/30

229 塩釜保健所 第Ａ00195号 ひかり薬局東田中 多賀城市東田中字志引８５番地の１ 株式会社オオノ 2018/9/18 2024/9/17

230 塩釜保健所 第Ａ00196号 つばさ薬局 多賀城市下馬二丁目１３-１５ 一般社団法人みやぎ保健企画 2019/3/1 2025/2/28

231 塩釜保健所 第Ａ00197号 つばさ薬局松陽台店 塩竈市松陽台二丁目１６－１ 一般社団法人みやぎ保健企画 2019/3/1 2025/2/28

232 塩釜保健所 第Ａ00198号 つばさ薬局松島店 宮城郡松島町松島字普賢堂５－５ 一般社団法人みやぎ保健企画 2019/3/1 2025/2/28

233 塩釜保健所 第Ａ00199号 つばさ薬局玉川店 塩竈市玉川一丁目５－１６ 一般社団法人みやぎ保健企画 2019/3/1 2025/2/28

234 塩釜保健所 第Ａ00200号 カワチ薬局多賀城店 多賀城市笠神４－８－１ 株式会社カワチ薬品 2019/2/26 2025/2/25

235 塩釜保健所 第Ａ00201号 大代ヘルスマート薬局 多賀城市大代５丁目４－４８ ラッキーバッグ株式会社 2019/7/1 2025/6/30

236 塩釜保健所 第Ａ00202号 ウエルシア薬局利府青山店 宮城郡利府町青山二丁目１番地９ ウエルシア薬局株式会社 2019/9/11 2025/9/10

237 塩釜保健所 第Ａ00203号 東塩釜調剤薬局 塩竈市藤倉三丁目６－１ 株式会社にじいろ薬局 2020/6/1 2026/5/31

238 塩釜保健所 第Ａ00204号 わかば薬局 塩竈市花立町２２番５３号 株式会社グッドネイバー 2020/7/1 2026/6/30

239 塩釜保健所 第Ａ00205号 プラス調剤薬局七ヶ浜店 宮城郡七ヶ浜町境山１丁目１３－３０ 株式会社グッドネイバー 2020/7/1 2026/6/30

240 塩釜保健所 第Ａ00206号 桜木薬局 多賀城市桜木２丁目１－５ 株式会社グッドネイバー 2020/7/1 2026/6/30

241 塩釜保健所 第Ａ00207号 すずらん調剤薬局 多賀城市下馬４丁目１－５ 株式会社グッドネイバー 2020/7/1 2026/6/30

242 塩釜保健所 第Ａ00208号 たかはし二丁目薬局 多賀城市高橋２丁目１６－５ 株式会社メディカメンテ 2021/1/1 2026/12/31

243 塩釜保健所 第Ａ00210号 みうら調剤薬局　錦町店 塩竈市花立町１３番１１号 江誠メディカル株式会社 2021/3/1 2027/2/28

244 塩釜保健所 第Ａ00211号 ヤマザワ調剤薬局多賀城店 多賀城市城南２－１４－７ 株式会社ヤマザワ薬品 2021/5/24 2027/5/23

245 塩釜保健所 第Ａ00212号 アイベル薬局　多賀城店 多賀城市城南１丁目１１番４３号 すずめメディカル株式会社 2021/6/16 2027/6/15

246 塩釜保健所 第Ａ00213号 ウエルシア薬局イオンモール新利府　北館店 宮城郡利府町利府字新屋田前２２　イオンモール新利府北館　１階 ウエルシア薬局株式会社 2021/6/21 2027/6/20

247 塩釜保健所 第Ａ00214号 イオン薬局イオンスタイル新利府 宮城郡利府町新中道３丁目１－１ イオン東北株式会社 2021/9/1 2027/8/31

248 塩釜保健所 第Ａ00215号 イオン薬局多賀城店 多賀城市町前四丁目１番１号 イオン東北株式会社 2021/9/1 2027/8/31

249 塩釜保健所 第Ａ00216号 りふ調剤薬局 宮城郡利府町新中道２－５－８ 株式会社メディカメンテ 2021/9/1 2027/8/31

250 塩釜保健所 第Ａ00217号 しんりふ調剤薬局 宮城郡利府町利府字新屋田前２２ 有限会社いずみ調剤 2021/10/1 2027/9/30

251 塩釜保健所 第Ａ00218号 くまさん薬局　藤倉店 塩竈市藤倉２丁目４－２２ 株式会社ＴＫメディカル 2022/1/4 2028/1/3

252 塩釜保健所 第Ａ00219号 たかはし中央薬局 多賀城市高橋５丁目１６－２ アポクリート株式会社 2022/4/1 2028/3/31

253 塩釜保健所 第Ａ00220号 仙台調剤薬局利府店 宮城郡利府町中央二丁目７番地１２ シップヘルスケアファーマシー東日本株式会社 2022/4/16 2028/4/15

254 塩釜保健所 第Ａ00221号 ゆうやけ調剤薬局 多賀城市高崎３丁目２７－２６ 株式会社アインファーマシーズ 2022/8/1 2028/7/31

255 塩釜保健所 第Ａ00222号 アイン薬局　利府店 宮城郡利府町沢乙東２－６ 株式会社アインファーマシーズ 2022/8/1 2028/7/31

256 塩釜保健所 第Ａ00223号 リフレ薬局　笠神店 多賀城市笠神４丁目６番９号 株式会社メディカルコスモ 2022/9/20 2028/9/19

257 黒川支所 第Ａ00091号 土山薬局 黒川郡大和町吉岡字上町３８ 土山寛之 2022/6/10 2028/6/9

258 黒川支所 第Ａ00098号 こうの調剤薬局 黒川郡大和町吉岡字上町７２の２ 有限会社こうの調剤薬局 2022/3/18 2028/3/17

259 黒川支所 第Ａ00099号 東薬局 黒川郡大和町吉岡東２丁目９の９ 有限会社早坂薬局 2022/4/17 2028/4/16

260 黒川支所 第Ａ00106号 もみじヶ丘薬局 黒川郡大和町もみじヶ丘一丁目９－６ 笠原純子 2018/3/14 2024/3/13

261 黒川支所 第Ａ00107号 ヨネキ薬局吉岡ヨークベニマル店 黒川郡大和町吉岡東１丁目２－１ 株式会社ヨネキ十字堂 2019/9/20 2025/9/19

262 黒川支所 第Ａ00112号 マリーン調剤薬局新富谷店 富谷市成田四丁目１－１０ 株式会社アクア 2021/4/17 2027/4/16

263 黒川支所 第Ａ00113号 リフレ薬局上桜木店 富谷市上桜木２－３－１－２ 株式会社メディカルコスモ 2022/4/16 2028/4/15

264 黒川支所 第Ａ00115号 ウィズ薬局 黒川郡大和町吉岡字上道下４０番地の１ 株式会社シーガル 2022/10/18 2028/10/17

265 黒川支所 第Ａ00116号 サンテ薬局日吉台店 富谷市日吉台１丁目２１－３ 有限会社ファームテック 2017/9/1 2023/8/31

266 黒川支所 第Ａ00117号 マリーン調剤薬局上桜木店 富谷市上桜木２丁目１番地７ 株式会社アクア 2017/9/8 2023/9/7

267 黒川支所 第Ａ00123号 おれんじ薬局 富谷市成田四丁目１８－９ 有限会社つるみ薬局 2021/7/7 2027/7/6

268 黒川支所 第Ａ00128号 調剤薬局ココロエル 富谷市上桜木２丁目３－６ 株式会社グッドネイバー 2021/4/20 2027/4/19

269 黒川支所 第Ａ00129号 早坂薬局 黒川郡大和町吉岡字下町２番地 有限会社早坂薬局 2021/4/2 2027/4/1

270 黒川支所 第Ａ00131号 アイン薬局　吉岡店 黒川郡大和町吉岡まほろば一丁目５番地の３ 株式会社アインファーマシーズ 2021/11/1 2027/10/31
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271 黒川支所 第Ａ00132号 吉岡調剤薬局 黒川郡大和町吉岡字館下４５－３ 株式会社マチクス 2021/11/2 2027/11/1

272 黒川支所 第Ａ00133号 コストコホールセール　富谷倉庫店　薬局 富谷市高屋敷26番地 コストコホールセールジャパン株式会社 2022/3/11 2028/3/10

273 黒川支所 第Ａ00134号 アイセイ薬局　明石台店 富谷市明石台六丁目１番地２０ 株式会社アイセイ薬局 2022/10/1 2028/9/30

274 黒川支所 第Ａ00135号 有限会社　グリーン薬局 黒川郡大郷町羽生字中ノ町２－４ 有限会社　グリーン薬局 2017/2/1 2023/1/31

275 黒川支所 第Ａ00136号 とみや調剤薬局 富谷市富谷仏所９５－１ 仙北薬品株式会社 2019/1/16 2025/1/15

276 黒川支所 第Ａ00137号 三ツ星薬局　ＡＫＡＩＳＨＩＤＡＩ 富谷市明石台七丁目１番２３－１０１ 有限会社ライフスタンダード 2019/5/1 2025/4/30

277 黒川支所 第Ａ00138号 きずな薬局　富ケ丘 富谷市富ケ丘二丁目１１番４５号 株式会社絆メディカル 2019/9/5 2025/9/4

278 黒川支所 第Ａ00139号 プロテア薬局たいとみ店 富谷市日吉台２丁目３４－２－２ 株式会社アンカー 2020/3/10 2026/3/9

279 黒川支所 第Ａ00140号 たいわ調剤薬局 黒川郡大和町吉岡まほろば一丁目７番地の８ 株式会社にじいろ薬局 2020/6/1 2026/5/31

280 黒川支所 第Ａ00141号 クスリのアオキ大和吉岡薬局 黒川郡大和町吉岡まほろば二丁目１番地の３ 株式会社クスリのアオキ 2021/3/1 2027/2/28

281 黒川支所 第Ａ00142号 明石台薬局 富谷市明石台５丁目１－３ 株式会社グレイン 2021/6/1 2027/5/31

282 黒川支所 第Ａ00143号 調剤薬局ツルハドラッグ大和吉岡店 黒川郡大和町吉岡まほろば１丁目４番地の７ 株式会社ツルハ 2021/5/16 2027/5/15

283 黒川支所 第Ａ00144号 カワチ薬局　富谷店 富谷市成田８－２－３ 株式会社カワチ薬品 2021/6/28 2027/6/27

284 黒川支所 第Ａ00145号 イオン薬局富谷店 富谷市大清水一丁目３３－１ イオン東北株式会社 2021/9/1 2027/8/31

285 黒川支所 第Ａ00146号 ヤマザワ調剤薬局杜のまち店 黒川郡大和町杜の丘１丁目１６番 株式会社ヤマザワ薬品 2022/1/24 2028/1/23

286 大崎保健所 第Ａ00006号 カトウ薬局 大崎市古川新堀字旭町４３ 有限会社カトウ薬局 2018/7/23 2024/7/22

287 大崎保健所 第Ａ00029号 有限会社石川薬局 加美郡加美町字南町９４－１ 有限会社石川薬局 2018/1/1 2023/12/31

288 大崎保健所 第Ａ00036号 有限会社イシン薬局 大崎市岩出山字下川原町７３ 有限会社イシン薬局 2022/11/14 2028/11/13

289 大崎保健所 第Ａ00068号 有限会社タジリ薬局 大崎市田尻沼部字塩加良３６－１ 有限会社タジリ薬局 2022/5/26 2028/5/25

290 大崎保健所 第Ａ00069号 大沼薬局 大崎市鳴子温泉字湯元９８ 大沼恵子 2022/8/5 2028/8/4

291 大崎保健所 第Ａ00075号 有限会社漢方専門薬局亀甲堂 遠田郡美里町字勘堂１２７－１ 有限会社漢方専門薬局亀甲堂 2017/9/1 2023/8/31

292 大崎保健所 第Ａ00089号 カワシマ薬局 大崎市古川北稲葉２丁目１０－５１ 有限会社カワシマ薬局 2018/9/12 2024/9/11

293 大崎保健所 第Ａ00093号 薬局田尻ファーマシー 大崎市田尻北牧目字新堀４４－３ 有限会社薬局田尻ファーマシー 2022/8/19 2028/8/18

294 大崎保健所 第Ａ00107号 アップル調剤薬局 大崎市古川南町四丁目１番２８号 有限会社エム・イー・コーポレーション 2018/9/19 2024/9/18

295 大崎保健所 第Ａ00110号 さくら薬局 大崎市鹿島台平渡字新屋敷下８５－９ 有限会社アマナコーポレーション 2022/6/19 2028/6/18

296 大崎保健所 第Ａ00113号 宮城調剤薬局古川駅前店 大崎市古川駅前大通一丁目３－３６ 株式会社宮城調剤薬局 2017/3/13 2023/3/12

297 大崎保健所 第Ａ00114号 宮城調剤薬局中新田店 加美郡加美町字百目木１番２４－１ 株式会社宮城調剤薬局 2017/3/15 2023/3/14

298 大崎保健所 第Ａ00118号 ハート・ファーマシーかの薬局 大崎市古川休塚字中谷地１１－３ 狩野庸志 2017/9/1 2023/8/31

299 大崎保健所 第Ａ00123号 薬局１０６ 加美郡加美町字町裏１５５－３ 株式会社タチバナ薬局 2017/11/15 2023/11/14

300 大崎保健所 第Ａ00127号 フレンド薬局　田尻 大崎市田尻字太子堂１番地の１ 有限会社フレンド薬局 2018/3/17 2024/3/16

301 大崎保健所 第Ａ00134号 はまなす薬局 加美郡加美町字北町二番１８５－２ 小野寺公夫 2018/8/14 2024/8/13

302 大崎保健所 第Ａ00145号 わくや調剤薬局 遠田郡涌谷町田町裏１３８－４ 有限会社エム・イー・コーポレーション 2022/8/12 2028/8/11

303 大崎保健所 第Ａ00150号 正明薬局調剤センター 大崎市古川諏訪２丁目２番４０号 株式会社ウィーズ東北Ｕ 2022/9/17 2028/9/16

304 大崎保健所 第Ａ00153号 ヨネキ薬局本店 大崎市古川旭二丁目４番５号 株式会社ヨネキ十字堂 2017/1/19 2023/1/18

305 大崎保健所 第Ａ00160号 なんごう薬局 遠田郡美里町木間塚字砂押６０－２ 有限会社メディコ 2017/9/8 2023/9/7

306 大崎保健所 第Ａ00162号 ヨネキ薬局古川バイパス店 大崎市古川城西二丁目７－４３ 株式会社ヨネキ十字堂 2017/11/17 2023/11/16

307 大崎保健所 第Ａ00166号 有限会社ひまわり薬局南町店 大崎市三本木字南町３８－２ 有限会社ひまわり薬局 2018/7/18 2024/7/17

308 大崎保健所 第Ａ00170号 グリーン薬局 大崎市古川諏訪１丁目３－４７ 大泉幸子 2018/11/2 2024/11/1

309 大崎保健所 第Ａ00172号 大崎調剤薬局大宮店 大崎市古川大宮五丁目１番２４号 有限会社健康堂薬局 2018/12/26 2024/12/25

310 大崎保健所 第Ａ00176号 あすか薬局 遠田郡涌谷町字下道６４ 有限会社アスカメディカル 2019/6/12 2025/6/11

311 大崎保健所 第Ａ00180号 古川調剤薬局小野田店 加美郡加美町上野原４４－１ 株式会社医薬品情報センター 2019/11/19 2025/11/18

312 大崎保健所 第Ａ00190号 うさぎ野薬局 遠田郡美里町牛飼字牛飼７７－８ 有限会社アマナコーポレーション 2021/5/19 2027/5/18

313 大崎保健所 第Ａ00193号 大崎調剤薬局古川駅前店 大崎市古川駅前大通二丁目４－２６ 有限会社健康堂薬局 2022/5/14 2028/5/13

314 大崎保健所 第Ａ00194号 かしまだい調剤薬局 大崎市鹿島台平渡字東要害１６－３ 有限会社アマナコーポレーション 2022/7/1 2028/6/30

315 大崎保健所 第Ａ00195号 マリモ薬局古川店 大崎市古川南町三丁目６番３５号 有限会社エフエス 2022/7/14 2028/7/13
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316 大崎保健所 第Ａ00198号 なの花薬局 加美郡加美町字西町２４－１ 有限会社エム・イー・コーポレーション 2017/9/1 2023/8/31

317 大崎保健所 第Ａ00201号 仙台調剤薬局鹿島台店 大崎市鹿島台平渡字東要害２２－３ シップヘルスケアファーマシー東日本株式会社 2017/10/1 2023/9/30

318 大崎保健所 第Ａ00208号 ウジエ調剤薬局涌谷店 遠田郡涌谷町字中下道１２９－１－２ 有限会社ウジエ調剤薬局 2018/4/1 2024/3/31

319 大崎保健所 第Ａ00209号 ウジエ調剤薬局古川店 大崎市古川字本鹿島１４６－４ 有限会社ウジエ調剤薬局 2018/4/1 2024/3/31

320 大崎保健所 第Ａ00212号 ほなみ薬局 大崎市古川穂波六丁目３０番４１号 株式会社ＴＭＣ 2018/1/1 2023/12/31

321 大崎保健所 第Ａ00215号 まつやま調剤薬局 大崎市松山金谷字中田８３番２ 有限会社エム・イー・コーポレーション 2019/4/16 2025/4/15

322 大崎保健所 第Ａ00219号 株式会社アサヒ薬局南郷店 遠田郡美里町木間塚字砂押７５－１ 株式会社アサヒ薬局 2019/9/13 2025/9/12

323 大崎保健所 第Ａ00220号 薬王堂薬局宮城鹿島台店 大崎市鹿島台木間塚字小谷地３４４－１ 株式会社薬王堂 2019/12/1 2025/11/30

324 大崎保健所 第Ａ00224号 大崎調剤薬局古川南店 大崎市古川北稲葉一丁目２－２４ 有限会社健康堂薬局 2020/6/2 2026/6/1

325 大崎保健所 第Ａ00226号 西古川調剤薬局 大崎市古川新田字川原前２９７ 株式会社ＡМＳ 2021/10/6 2027/10/5

326 大崎保健所 第Ａ00227号 ホープ薬局大崎西店 大崎市古川新堀字東田３６－２ 株式会社アルタックス 2021/10/14 2027/10/13

327 大崎保健所 第Ａ00228号 大崎調剤薬局　古川東店 大崎市古川李埣一丁目１－２２ 有限会社健康堂薬局 2022/2/28 2028/2/27

328 大崎保健所 第Ａ00229号 山の神調剤薬局 遠田郡美里町南小牛田字山の神５４－３ 株式会社ヨネキ十字堂 2022/3/1 2028/2/29

329 大崎保健所 第Ａ00230号 クラフト薬局三日町店 大崎市古川三日町二丁目３番５０号 クラフト株式会社 2022/4/1 2028/3/31

330 大崎保健所 第Ａ00234号 古川調剤薬局 大崎市古川大宮８丁目９－１４ 株式会社医薬品情報センター 2017/6/1 2023/5/31

331 大崎保健所 第Ａ00235号 仙台調剤薬局古川店 大崎市古川駅東３丁目４－２２ シップヘルスケアファーマシー東日本株式会社 2017/5/11 2023/5/10

332 大崎保健所 第Ａ00236号 有限会社　小牛田薬局駅前店 遠田郡美里町字藤ヶ崎町８６ 有限会社小牛田薬局 2017/6/1 2023/5/31

333 大崎保健所 第Ａ00237号 クラーク薬局 大崎市松山千石字広田３５ 株式会社　ライフライブズ 2017/12/12 2023/12/11

334 大崎保健所 第Ａ00242号 カワチ薬局古川店 大崎市古川穂波６丁目１-１０ 株式会社カワチ薬品 2018/4/1 2024/3/31

335 大崎保健所 第Ａ00243号 大崎調剤薬局　美里店 遠田郡美里町字素山町１９－６ 有限会社健康堂薬局 2018/4/9 2024/4/8

336 大崎保健所 第Ａ00244号 鹿島台中央薬局 大崎市鹿島台平渡字巳待田４２４番１１ 有限会社エム・イー・コーポレーション 2018/6/1 2024/5/31

337 大崎保健所 第Ａ00246号 みどり薬局 大崎市古川台町４－３５ 株式会社オーピーエス 2018/7/1 2024/6/30

338 大崎保健所 第Ａ00247号 中川薬局　岩出山店 大崎市岩出山字下川原町８４番３１ 株式会社グラム 2019/2/1 2025/1/31

339 大崎保健所 第Ａ00248号 東北薬局大崎 大崎市鹿島台木間塚字小谷地４２２番１ 株式会社アルティマ 2019/9/1 2025/8/31

340 大崎保健所 第Ａ00250号 ひかり薬局大崎市民病院前 大崎市古川穂波二丁目８－１４ 株式会社オオノ 2020/4/14 2026/4/13

341 大崎保健所 第Ａ00251号 仙台調剤薬局大崎店 大崎市古川西館三丁目７番６号 シップヘルスケアファーマシー東日本株式会社 2020/5/12 2026/5/11

342 大崎保健所 第Ａ00252号 さくら橋薬局調剤センター 大崎市古川穂波六丁目２番２３号 株式会社ケーエスプランニング 2020/6/1 2026/5/31

343 大崎保健所 第Ａ00253号 佐々木薬局市民病院前 大崎市古川穂波２－１７－３７ 有限会社佐々木薬局 2020/7/1 2026/6/30

344 大崎保健所 第Ａ00254号 調剤薬局ツルハドラッグ古川南店 大崎市古川穂波７丁目２番１４号 株式会社ツルハ 2020/6/13 2026/6/12

345 大崎保健所 第Ａ00256号 ヨネキ薬局穂波店 大崎市古川穂波６丁目１番３－２号 株式会社ヨネキ十字堂 2020/7/1 2026/6/30

346 大崎保健所 第Ａ00260号 株式会社アサヒ薬局 遠田郡涌谷町字本町８４番地の３ 株式会社アサヒ薬局 2020/8/1 2026/7/31

347 大崎保健所 第Ａ00262号 なかじま薬局 大崎市古川中島町１－１－２ 株式会社エムズライン 2020/10/1 2026/9/30

348 大崎保健所 第Ａ00263号 古川調剤薬局鹿島台店 大崎市鹿島台平渡字大沢８番地３ 株式会社医薬品情報センター 2020/10/1 2026/9/30

349 大崎保健所 第Ａ00265号 さくら薬局加美色麻店 加美郡色麻町四竃字瀧１０７－１ クラフト株式会社 2020/10/11 2026/10/10

350 大崎保健所 第Ａ00267号 松山中央調剤薬局 大崎市松山千石字松山４４０ 株式会社エリアファーマシー 2021/9/1 2027/8/31

351 大崎保健所 第Ａ00268号 タチバナ調剤薬局 加美郡加美町字旧舘１－７４－２３ 株式会社タチバナ薬局 2021/9/1 2027/8/31

352 大崎保健所 第Ａ00269号 アイン薬局古川店 大崎市古川穂波三丁目８番５１号 株式会社アインファーマシーズ 2021/11/1 2027/10/31

353 大崎保健所 第Ａ00271号 ツルミヤ薬局 大崎市岩出山字二ノ構１０７ 鶴宮　宏仁 2022/3/3 2028/3/2

354 大崎保健所 第Ａ00272号 かみ薬局 加美郡色麻町四竈字北河原１番４号 藤沢メディコン株式会社 2022/6/10 2028/6/9

355 大崎保健所 第Ａ00274号 はぎ調剤薬局 大崎市古川大宮７丁目７番２５号 株式会社メディカルクリエーション 2022/11/1 2028/10/31

356 大崎保健所 第Ａ00275号 ひので薬局 加美郡加美町字大門４９－１ 飛燕株式会社 2017/2/1 2023/1/31

357 大崎保健所 第Ａ00276号 古川駅前大通薬局 大崎市古川駅前大通５丁目４－１５ 株式会社メディカメンテ 2017/5/11 2023/5/10

358 大崎保健所 第Ａ00277号 カワチ薬局古川駅東店 大崎市古川駅東２－１０－１６ 株式会社カワチ薬品 2017/6/28 2023/6/27

359 大崎保健所 第Ａ00279号 古川青葉調剤薬局 大崎市古川北町一丁目９番３７号 有限会社プライム 2017/8/16 2023/8/15

360 大崎保健所 第Ａ00281号 薬局アリエス 大崎市古川台町３－１７ 合同会社北海屋 2017/11/24 2023/11/23
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361 大崎保健所 第Ａ00282号 アイフレンド薬局　穂波 大崎市古川穂波三丁目７番７号 有限会社フレンド薬局 2018/2/1 2024/1/31

362 大崎保健所 第Ａ00283号 おおさき南調剤薬局 大崎市古川中島町８番４６号 株式会社エブリケア 2018/6/3 2024/6/2

363 大崎保健所 第Ａ00284号 クオール薬局岩出山店 大崎市岩出山字下川原町１０６－５ クオール株式会社 2018/10/1 2024/9/30

364 大崎保健所 第Ａ00285号 大崎調剤薬局駅南店 大崎市古川駅南３丁目７番地 有限会社健康堂薬局 2018/10/1 2024/9/30

365 大崎保健所 第Ａ00287号 つばさ薬局古川店 大崎市古川駅東二丁目１２－２５ 一般社団法人みやぎ保健企画 2019/3/1 2025/2/28

366 大崎保健所 第Ａ00288号 つばさ薬局中新田店 加美郡加美町字矢越３４０－１ 一般社団法人みやぎ保健企画 2019/3/1 2025/2/28

367 大崎保健所 第Ａ00289号 薬局アリエス小泉店 大崎市古川小泉字泉４１ 合同会社北海屋 2019/4/1 2025/3/31

368 大崎保健所 第Ａ00290号 中央薬局 大崎市古川南町三丁目１番５号 合同会社中央薬局 2019/6/1 2025/5/31

369 大崎保健所 第Ａ00291号 あやめ薬局 大崎市古川駅前大通五丁目３番２３－２号 合同会社あやめ薬局 2019/7/1 2025/6/30

370 大崎保健所 第Ａ00292号 なの花薬局たじり店 大崎市田尻沼部字新富岡３４－１ 株式会社なの花東北 2019/10/1 2025/9/30

371 大崎保健所 第Ａ00293号 正明薬局三日町店 大崎市古川三日町一丁目３番２３号 有限会社正明薬局 2019/12/16 2025/12/15

372 大崎保健所 第Ａ00294号 古川調剤薬局宮崎店 加美郡加美町宮崎字屋敷５番１６－５ 株式会社医薬品情報センター 2020/4/1 2026/3/31

373 大崎保健所 第Ａ00295号 古川調剤薬局駅東店 大崎市古川駅南１丁目１０ 株式会社医薬品情報センター 2020/6/1 2026/5/31

374 大崎保健所 第Ａ00296号 鳴子調剤薬局 大崎市鳴子温泉字末沢西１１－１７ ラッキーバッグ株式会社 2020/7/1 2026/6/30

375 大崎保健所 第Ａ00297号 クスリのアオキ古川江合薬局 大崎市古川江合錦町二丁目５番５号 株式会社クスリのアオキ 2020/7/1 2026/6/30

376 大崎保健所 第Ａ00298号 ウジエ調剤薬局大宮店 大崎市古川大宮三丁目８番１２号 ジーピー株式会社 2020/7/10 2026/7/9

377 大崎保健所 第Ａ00299号 ひかり薬局古川 大崎市古川七日町５番１１号 株式会社オオノ 2020/8/31 2026/8/30

378 大崎保健所 第Ａ00300号 調剤薬局ツルハドラッグ宮城色麻店 加美郡色麻町四竃字瀧１４９番１ 株式会社ツルハ 2020/8/25 2026/8/24

379 大崎保健所 第Ａ00301号 古川東町調剤薬局 大崎市古川東町１番２２号 株式会社カメイファーマシー東北 2021/4/1 2027/3/31

380 大崎保健所 第Ａ00302号 ささき薬局 加美郡加美町字町屋敷二番１２番地 佐々木奈緒美 2021/4/1 2027/3/31

381 大崎保健所 第Ａ00303号 みなみ薬局 大崎市古川駅南三丁目３３－３ 有限会社メディファル 2021/5/6 2027/5/5

382 大崎保健所 第Ａ00304号 ウエルシア薬局古川中里店 大崎市古川中里二丁目７番１号 ウエルシア薬局株式会社 2021/5/6 2027/5/5

383 大崎保健所 第Ａ00305号 クスリのアオキ古川駅東薬局 大崎市古川駅東二丁目４番３５号 株式会社クスリのアオキ 2021/7/1 2027/6/30

384 大崎保健所 第Ａ00306号 クスリのアオキ古川稲葉薬局 大崎市古川稲葉三丁目７番６号 株式会社クスリのアオキ 2021/7/1 2027/6/30

385 大崎保健所 第Ａ00307号 くるみ薬局 大崎市古川李埣２丁目６－１１ 株式会社レイワ 2021/8/1 2027/7/31

386 大崎保健所 第Ａ00308号 イオン薬局古川店 大崎市古川旭二丁目２番１号 イオン東北株式会社 2021/9/1 2027/8/31

387 大崎保健所 第Ａ00309号 南町調剤薬局 大崎市古川南町一丁目６－３６ 合同会社オクプロ 2021/10/1 2027/9/30

388 大崎保健所 第Ａ00310号 薬局アリエス大宮店 大崎市古川大宮１丁目２－６９ 合同会社北海屋 2022/1/1 2027/12/31

389 大崎保健所 第Ａ00311号 薬局アリエス三本木店 大崎市三本木字しらとり１７－２ 合同会社北海屋 2022/10/1 2028/9/30

390 大崎保健所 第Ａ00312号 十日町調剤薬局 大崎市古川十日町４番１８号 有限会社健康堂薬局 2022/9/1 2028/8/31

391 大崎保健所 第Ａ00313号 みさとまち調剤薬局 遠田郡美里町北浦字船入２－３１０ 株式会社メディカメンテ 2022/8/17 2028/8/16

392 大崎保健所 第Ａ00314号 フレンド薬局　古川中里 大崎市古川中里２丁目１８３－８ 有限会社フレンド薬局 2022/8/29 2028/8/28

393 大崎保健所 第Ａ00315号 南町調剤薬局 大崎市古川南町一丁目６－３６ 松本裕 2022/10/1 2028/9/30

394 栗原支所 第Ａ00016号 合資会社鈴木薬局 栗原市栗駒岩ヶ崎六日町１１６ 合資会社鈴木薬局 2018/1/1 2023/12/31

395 栗原支所 第Ａ00032号 薬局パル 栗原市志波姫堀口源光５６－２ 株式会社進藤 2017/5/24 2023/5/23

396 栗原支所 第Ａ00035号 若柳中央薬局 栗原市若柳字川北古川１２２－２ 株式会社若柳中央薬局 2017/2/12 2023/2/11

397 栗原支所 第Ａ00036号 ヨネキ薬局　築館店 栗原市築館薬師４丁目５番１ 株式会社ヨネキ十字堂 2017/2/12 2023/2/11

398 栗原支所 第Ａ00061号 東町調剤薬局 栗原市築館伊豆１丁目６番２０号 株式会社今秀薬局 2022/8/18 2028/8/17

399 栗原支所 第Ａ00107号 株式会社ササエイ薬局 栗原市若柳字川北新町１６ 株式会社ササエイ薬局 2017/7/24 2023/7/23

400 栗原支所 第Ａ00112号 一迫薬局 栗原市一迫真坂字清水町田１５－１ 株式会社シーガル 2018/8/17 2024/8/16

401 栗原支所 第Ａ00118号 沢辺本多薬局 栗原市金成沢辺町５０ 中村博 2018/3/31 2024/3/30

402 栗原支所 第Ａ00153号 ありかべ調剤薬局 栗原市金成有壁上原前５－３ 有限会社フレンド 2018/7/10 2024/7/9

403 栗原支所 第Ａ00156号 一桝新生薬局 栗原市栗駒岩ケ崎神南３１番地３ 株式会社一桝 2019/7/18 2025/7/17

404 栗原支所 第Ａ00158号 仙台調剤　栗原店 栗原市築館宮野中央２－３－２４ シップヘルスケアファーマシー東日本株式会社 2020/6/17 2026/6/16

405 栗原支所 第Ａ00159号 今秀薬局中央店 栗原市築館留場桜町１８－１ 株式会社今秀薬局 2020/7/11 2026/7/10
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406 栗原支所 第Ａ00160号 上小路　一桝新生薬局 栗原市栗駒岩ヶ崎上小路１５４－２ 株式会社一桝 2020/8/16 2026/8/15

407 栗原支所 第Ａ00165号 青葉の杜薬局　築館店 栗原市築館源光４－４６ 株式会社ファーマケーション 2021/9/12 2027/9/11

408 栗原支所 第Ａ00169号 サデン調剤薬局 栗原市若柳字川北古川１２０－７ 有限会社ジー・ワイ・エス 2022/10/7 2028/10/6

409 栗原支所 第Ａ00170号 サデン薬局 栗原市若柳字川北中町３５番地 株式会社ワイ・アール 2022/11/12 2028/11/11

410 栗原支所 第Ａ00175号 青葉の杜薬局　志波姫店 栗原市志波姫新原１４２ 株式会社ファーマケーション 2019/4/1 2025/3/31

411 栗原支所 第Ａ00178号 恵薬局 栗原市若柳字川北堤下４２－３ 有限会社恵 2019/12/1 2025/11/30

412 栗原支所 第Ａ00179号 サタケ調剤薬局 栗原市栗駒岩ヶ崎円鏡寺後１０４番地６ 株式会社サタケ 2021/1/8 2027/1/7

413 栗原支所 第Ａ00182号 一桝新生薬局介護調剤センター 栗原市栗駒岩ヶ崎松木田２－１ 株式会社一桝 2021/4/1 2027/3/31

414 栗原支所 第Ａ00183号 サトウ調剤薬局 栗原市若柳字川北古川１３－１８ 株式会社ワイ・アール 2021/7/9 2027/7/8

415 栗原支所 第Ａ00186号 しぶや薬局 栗原市築館高田２丁目１８－１３１ 澁谷メディカルホールディングス株式会社 2017/6/1 2023/5/31

416 栗原支所 第Ａ00187号 オリーブ調剤薬局 栗原市金成沢辺木戸口７０－２２ 株式会社Vita 2018/9/11 2024/9/10

417 栗原支所 第Ａ00188号 サン調剤薬局 栗原市一迫真坂字清水町田５－２ 株式会社ＭＳＰ 2019/2/1 2025/1/31

418 栗原支所 第Ａ00189号 ななほし薬局 栗原市若柳川北中町１８ 株式会社メディケアフォーライフ 2020/5/12 2026/5/11

419 栗原支所 第Ａ00190号 薬師調剤薬局 栗原市築館薬師三丁目１番２１号 鈴木雅博 2021/4/1 2027/3/31

420 栗原支所 第Ａ00191号 すず薬局　高清水店 栗原市高清水桜丁３８－３ 有限会社ファーマシーすず 2021/4/1 2027/3/31

421 栗原支所 第Ａ00192号 志波姫調剤薬局 栗原市志波姫新沼崎１２番２号 株式会社テル 2021/7/1 2027/6/30

422 栗原支所 第Ａ00195号 アイン薬局　栗駒店 栗原市栗駒岩ケ崎六日町９０番２ 株式会社アインファーマシーズ 2021/11/1 2027/10/31

423 栗原支所 第Ａ00196号 アイン薬局　築館店 栗原市築館字留場桜町２５－１ 株式会社アインファーマシーズ 2021/11/1 2027/10/31

424 栗原支所 第Ａ00197号 マリーン調剤薬局　志波姫店 栗原市志波姫堀口十文字１－１ 株式会社アクア 2022/4/8 2028/4/7

425 栗原支所 第Ａ00198号 ひまわり薬局 栗原市一迫真坂字町東３０番地２ 株式会社ひまわり 2022/7/1 2028/6/30

426 栗原支所 第Ａ00199号 さくら薬局　瀬峰店 栗原市瀬峰長者原３７－４ 有限会社エム・イー・コーポレーション 2017/3/1 2023/2/28

427 栗原支所 第Ａ00200号 さくら薬局　鶯沢店 栗原市鶯沢南郷広面５－２ 有限会社エム・イー・コーポレーション 2017/3/1 2023/2/28

428 栗原支所 第Ａ00201号 せみね調剤薬局 栗原市瀬峰下田１８５－５ 株式会社メディカルクリエーション 2020/10/1 2026/9/30

429 栗原支所 第Ａ00202号 しぶや薬局　宮野中央店 栗原市築館宮野中央３丁目４番５号 株式会社МＫファーマ 2021/7/1 2027/6/30

430 登米支所 第Ａ00001号 佐藤薬局十文字店 登米市中田町宝江黒沼字大海崎３－２ 佐藤正枝 2018/8/19 2024/8/18

431 登米支所 第Ａ00022号 ひかり薬局佐沼 登米市迫町佐沼字中江３丁目１－９ 株式会社オオノ 2017/12/19 2023/12/18

432 登米支所 第Ａ00030号 佐沼青葉調剤薬局 登米市迫町佐沼字小金丁１０－５ 有限会社プライム 2022/9/10 2028/9/9

433 登米支所 第Ａ00031号 かがの調剤薬局 登米市中田町石森字加賀野二丁目５－２７ 有限会社アイメディカル 2017/9/1 2023/8/31

434 登米支所 第Ａ00034号 有限会社奥山薬局 登米市迫町佐沼字末広３６－１ 有限会社奥山薬局 2019/4/19 2025/4/18

435 登米支所 第Ａ00035号 つやま薬局 登米市津山町柳津字幣崎４２６ 株式会社エスコート 2019/9/5 2025/9/4

436 登米支所 第Ａ00036号 おあしす調剤薬局 登米市南方町鴻ノ木１５１－１ 有限会社パインメディカル 2020/4/1 2026/3/31

437 登米支所 第Ａ00038号 ミリオン薬局佐沼店 登米市迫町佐沼字小金丁４９－１ 有限会社ミリオン薬局 2021/5/9 2027/5/8

438 登米支所 第Ａ00040号 とよさと薬局 登米市豊里町浦軒７５－１ 髙橋英治 2022/3/26 2028/3/25

439 登米支所 第Ａ00043号 おおあみ薬局 登米市迫町佐沼字大網２２４－６ 株式会社シーガル 2022/11/12 2028/11/11

440 登米支所 第Ａ00046号 ウジエ調剤薬局佐沼店 登米市迫町佐沼字江合１－８－５ 有限会社ウジエ調剤薬局 2018/4/1 2024/3/31

441 登米支所 第Ａ00047号 よねかわ薬局 登米市東和町米川字四十田２８番地 株式会社ヒロコーポレーション 2019/3/12 2025/3/11

442 登米支所 第Ａ00050号 佐沼調剤薬局 登米市迫町佐沼字下田中５番地２３ 株式会社メディラック 2020/3/3 2026/3/2

443 登米支所 第Ａ00051号 日本調剤佐沼薬局 登米市迫町佐沼字下田中３９－１ 日本調剤株式会社 2020/4/1 2026/3/31

444 登米支所 第Ａ00052号 仙台調剤薬局佐沼店 登米市迫町佐沼字下田中３５－２ シップヘルスケアファーマシー東日本株式会社 2020/3/13 2026/3/12

445 登米支所 第Ａ00056号 いしん調剤薬局 登米市中田町石森字加賀野２丁目２５－２５ 株式会社伊新 2020/9/1 2026/8/31

446 登米支所 第Ａ00057号 石越調剤薬局 登米市石越町南郷字小谷地前１４０ 迫桜商事有限会社 2021/3/2 2027/3/1

447 登米支所 第Ａ00062号 とめ調剤薬局 登米市迫町佐沼字錦３１ 鳥居栄人 2017/11/7 2023/11/6

448 登米支所 第Ａ00063号 南方あやめ薬局 登米市南方町西山成前１３５－１ 株式会社ファミーリオ 2018/8/1 2024/7/31

449 登米支所 第Ａ00068号 まつい調剤薬局 登米市迫町佐沼字天神前８１－４ 株式会社松井薬局 2020/4/1 2026/3/31

450 登米支所 第Ａ00069号 カクマン薬局 登米市中田町上沼字新寺山下５９－７ 株式会社アイクリート 2020/9/1 2026/8/31
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451 登米支所 第Ａ00071号 さくら薬局登米佐沼店 登米市迫町佐沼字江合２丁目１２－１２ クラフト株式会社 2020/12/1 2026/11/30

452 登米支所 第Ａ00072号 アイン薬局豊里店 登米市豊里町小口前３７－３ 株式会社アインファーマシーズ 2021/11/1 2027/10/31

453 登米支所 第Ａ00074号 ミリオン薬局米山店 登米市米山町西野字西野前２０１－３ 有限会社ミリオン薬局 2022/6/1 2028/5/31

454 登米支所 第Ａ00076号 とよま薬局 登米市登米町日野渡内ノ目３２９番２ ラッキーバッグ株式会社 2022/10/1 2028/9/30

455 登米支所 第Ａ00078号 クオール薬局　豊里店 登米市豊里町土手下２３－２ クオール株式会社 2018/10/1 2024/9/30

456 登米支所 第Ａ00079号 さくら薬局　登米まいや店 登米市東和町米谷字元町185番地2 クラフト株式会社 2019/1/10 2025/1/9

457 登米支所 第Ａ00080号 仙台調剤薬局　米谷店 登米市東和町米谷字元町182番1 シップヘルスケアファーマシー東日本株式会社 2019/1/7 2025/1/6

458 登米支所 第Ａ00081号 佐々木薬局　豊里店 登米市豊里町浦軒９４番３ 有限会社　佐々木薬局 2019/2/19 2025/2/18

459 登米支所 第Ａ00082号 光ヶ丘調剤薬局 登米市迫町佐沼光ヶ丘５１－１ 株式会社カメイファーマシー東北 2021/4/1 2027/3/31

460 登米支所 第Ａ00083号 tumugu薬局 登米市迫町佐沼字大網390-15　アルテラスおおあみA-1 株式会社TUMUGU 2021/4/1 2027/3/31

461 登米支所 第Ａ00084号 ウジエ調剤薬局　登米店 登米市登米町寺池前舟橋４番地４ 有限会社ウジエ調剤薬局 2022/7/1 2028/6/30

462 石巻保健所 第Ａ00002号 有限会社阿部薬局 石巻市千石町６－１１ 有限会社阿部薬局 2017/1/1 2022/12/31

463 石巻保健所 第Ａ00005号 有限会社うめもと薬局 石巻市湊町四丁目４－７ 有限会社うめもと薬局 2022/1/1 2027/12/31

464 石巻保健所 第Ａ00046号 有限会社星薬局 石巻市中央２－９－１ 有限会社星薬局 2017/1/1 2022/12/31

465 石巻保健所 第Ａ00076号 岩渕薬局 石巻市鹿又字新田町浦５８－１ 岩渕淑子 2022/1/1 2027/12/31

466 石巻保健所 第Ａ00080号 株式会社小野寺薬局 石巻市相野谷字飯野川町２１ 株式会社小野寺薬局 2022/1/1 2027/12/31

467 石巻保健所 第Ａ00127号 石巻調剤薬局 石巻市新橋３番１２号 有限会社エムケー・トーシン 2018/1/1 2023/12/31

468 石巻保健所 第Ａ00139号 株式会社中央薬局末広店 石巻市末広町２－３２ 株式会社中央薬局 2017/1/1 2022/12/31

469 石巻保健所 第Ａ00152号 石巻青葉調剤薬局 石巻市門脇字青葉西３５－４ 有限会社プライム 2017/1/12 2023/1/11

470 石巻保健所 第Ａ00160号 有限会社うめもと薬局中央店 石巻市中央一丁目１２－７ 有限会社うめもと薬局 2018/3/1 2024/2/29

471 石巻保健所 第Ａ00161号 きく薬局水明店 石巻市大橋二丁目２－５ 有限会社きく薬局 2017/9/14 2023/9/13

472 石巻保健所 第Ａ00163号 有限会社万石調剤薬局 石巻市垂水町三丁目３－１８ 有限会社万石調剤薬局 2017/1/1 2022/12/31

473 石巻保健所 第Ａ00164号 友愛薬局有限会社 石巻市蛇田字東道下４８－４ 友愛薬局有限会社 2018/7/19 2024/7/18

474 石巻保健所 第Ａ00171号 うめもとメディカル薬局 石巻市鋳銭場５－３１ 有限会社うめもと薬局 2022/3/16 2028/3/15

475 石巻保健所 第Ａ00175号 よつば薬局 石巻市蛇田字北経塚６７－４ 有限会社よつば薬局 2022/10/17 2028/10/16

476 石巻保健所 第Ａ00176号 たかぎ薬局 清水店 石巻市清水町１－７－１３ 有限会社コスモスジャパン 2022/11/29 2028/11/28

477 石巻保健所 第Ａ00178号 （有）星薬局あけぼの店 石巻市あけぼの一丁目５番地の６ 有限会社星薬局 2017/1/1 2022/12/31

478 石巻保健所 第Ａ00179号 たかぎ薬局　赤井店 東松島市赤井字鷲塚５９－１９ 有限会社たかぎ 2018/1/17 2024/1/16

479 石巻保健所 第Ａ00182号 ペガサス薬局鹿ノ又店 石巻市鹿又字新八幡前５ 有限会社ペガサス薬局 2018/9/19 2024/9/18

480 石巻保健所 第Ａ00183号 エヌ・ワイ調剤薬局 石巻市千石町２番３号 有限会社エヌ・ワイ 2018/10/16 2024/10/15

481 石巻保健所 第Ａ00186号 たかぎ薬局　鹿又店 石巻市鹿又字伊勢前５２－３ 有限会社たかぎ調剤薬局 2021/12/17 2027/12/16

482 石巻保健所 第Ａ00193号 有限会社斎藤薬局 石巻市蛇田字新埣寺１９０－５ 有限会社斎藤薬局 2017/9/1 2023/8/31

483 石巻保健所 第Ａ00197号 響調剤薬局 石巻市蛇田字北経塚１８－７ 株式会社髙橋薬局 2017/10/13 2023/10/12

484 石巻保健所 第Ａ00198号 ものう薬局 石巻市桃生町中津山字八木１８４－１ 有限会社ケイエスメディカルサービス 2018/2/16 2024/2/15

485 石巻保健所 第Ａ00200号 わかば薬局 東松島市矢本字鹿石前１０３番地３ 有限会社ヒロメデｲカル 2018/4/7 2024/4/6

486 石巻保健所 第Ａ00204号 おいで薬局 石巻市相野谷字飯野川町６４－１ 生出竜哉 2018/6/16 2024/6/15

487 石巻保健所 第Ａ00216号 ダック調剤薬局石巻店 石巻市鹿妻北二丁目２番１７号 有限会社ダックメディカル 2020/4/1 2026/3/31

488 石巻保健所 第Ａ00217号 和薬局 東松島市矢本字上河戸２９３－７ 有限会社凛 2020/4/4 2026/4/3

489 石巻保健所 第Ａ00224号 ひまわり調剤薬局 東松島市矢本字南浦３０ 有限会社ひまわり調剤薬局 2022/10/1 2028/9/30

490 石巻保健所 第Ａ00228号 調剤薬局ツルハドラッグ大街道店 石巻市大街道北三丁目１－７ 株式会社ツルハ 2017/3/22 2023/3/21

491 石巻保健所 第Ａ00230号 ペガサス薬局本店 石巻市鋳銭場１番９号 有限会社ペガサス薬局 2017/9/1 2023/8/31

492 石巻保健所 第Ａ00234号 イオンスーパーセンター石巻東店薬局 石巻市流留字七勺１番１ イオンスーパーセンター株式会社 2018/1/1 2023/12/31

493 石巻保健所 第Ａ00235号 かどのわき薬局 石巻市大街道南五丁目４－４３ 有限会社アスカメディカル 2018/2/1 2024/1/31

494 石巻保健所 第Ａ00236号 みっと調剤薬局 東松島市赤井字台５３の１ 有限会社ミット 2018/4/1 2024/3/31

495 石巻保健所 第Ａ00237号 ウジエ調剤薬局矢本店 東松島市赤井字八反谷地１０３－１ 有限会社ウジエ調剤薬局 2018/4/1 2024/3/31
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496 石巻保健所 第Ａ00238号 フレンド薬局石巻 石巻市わかば二丁目１３番地２ 有限会社フォーラム 2018/5/1 2024/4/30

497 石巻保健所 第Ａ00240号 カメイ調剤薬局　石巻店 石巻市わかば二丁目１２番地１ カメイ株式会社 2018/5/1 2024/4/30

498 石巻保健所 第Ａ00242号 ひかり薬局石巻 石巻市わかば二丁目１１番地２ 株式会社オオノ 2018/5/15 2024/5/14

499 石巻保健所 第Ａ00244号 調剤薬局　くりっぷ 東松島市赤井字台５３－４ 有限会社ドゥ・プランニング 2018/6/1 2024/5/31

500 石巻保健所 第Ａ00246号 株式会社こぐま薬局 東松島市小松字若葉７番地１２ 株式会社こぐま薬局 2018/9/1 2024/8/31

501 石巻保健所 第Ａ00249号 たかぎ薬局　広渕店 石巻市広渕字町南一２９４－３ 有限会社たかぎ 2019/8/1 2025/7/31

502 石巻保健所 第Ａ00254号 ハーブ調剤薬局　東松島店 東松島市矢本字上河戸７７－１ 有限会社ハーブ調剤薬局 2020/12/1 2026/11/30

503 石巻保健所 第Ａ00255号 ファーマライズ薬局　石巻店 石巻市わかば二丁目１１番３ ファーマライズ株式会社 2021/6/1 2027/5/31

504 石巻保健所 第Ａ00257号 ウジエ調剤薬局赤井駅前店 東松島市赤井字川前一９－３ 有限会社ウジエ調剤薬局 2021/12/7 2027/12/6

505 石巻保健所 第Ａ00258号 ひかり薬局矢本 東松島市矢本字大溜３１－１ 株式会社オオノ 2022/3/12 2028/3/11

506 石巻保健所 第Ａ00259号 こだまファーマシィ 石巻市泉町３丁目１０番４０号 株式会社グッドネイバー 2022/4/1 2028/3/31

507 石巻保健所 第Ａ00262号 たかぎ薬局　鹿妻店 石巻市鹿妻南２丁目９－１ 有限会社コスモスジャパン 2022/11/24 2028/11/23

508 石巻保健所 第Ａ00266号 おおはし薬局 石巻市大橋３丁目２番地１５ 株式会社シーファーマ 2018/1/1 2023/12/31

509 石巻保健所 第Ａ00267号 薬局　みらい号 石巻市わかば二丁目５番地１ 有限会社コスモスジャパン 2018/1/11 2024/1/10

510 石巻保健所 第Ａ00268号 有限会社へびた調剤薬局 石巻市わかば二丁目１番地４ 有限会社へびた調剤薬局 2018/2/3 2024/2/2

511 石巻保健所 第Ａ00270号 有限会社キクユウ薬局 石巻市美園三丁目１番地１０ 有限会社キクユウ薬局 2018/2/13 2024/2/12

512 石巻保健所 第Ａ00272号 有限会社穀町調剤薬局 石巻市穀町５－２５ 有限会社穀町調剤薬局 2018/8/20 2024/8/19

513 石巻保健所 第Ａ00273号 カワチ薬局　石巻西店 石巻市恵み野４－１－１６ 株式会社カワチ薬品 2018/9/28 2024/9/27

514 石巻保健所 第Ａ00275号 日本調剤　石巻薬局 石巻市駅前北通り１－１４－２９ 日本調剤株式会社 2019/2/12 2025/2/11

515 石巻保健所 第Ａ00276号 岡部薬局渡波中央店 石巻市後生橋１番３号 有限会社岡部薬局 2019/3/4 2025/3/3

516 石巻保健所 第Ａ00277号 きたかみ調剤薬局 石巻市北上町橋浦字大須１８２－１ ＹＭファーマシー株式会社 2019/6/1 2025/5/31

517 石巻保健所 第Ａ00279号 薬局みどりの風 石巻市蛇田字新埣寺１４１－３ 有限会社たかぎ調剤薬局 2021/3/12 2027/3/11

518 石巻保健所 第Ａ00280号 石巻医薬品センター薬局 石巻市大街道西２丁目１－２３ 株式会社石巻医薬品センター 2021/6/1 2027/5/31

519 石巻保健所 第Ａ00282号 エムアート薬局 石巻市新橋１－３５ フォレストファーマ株式会社 2021/9/9 2027/9/8

520 石巻保健所 第Ａ00284号 カメイ調剤薬局 石巻山下店 石巻市錦町６―４７ カメイ株式会社 2021/11/1 2027/10/31

521 石巻保健所 第Ａ00285号 フロンティア薬局矢本店 東松島市矢本字大溜32番1 株式会社フロンティア 2021/11/1 2027/10/31

522 石巻保健所 第Ａ00287号 さくら薬局石巻駅前店 石巻市清水町１丁目１番２号 株式会社サウンドファーマシー 2022/2/1 2028/1/31

523 石巻保健所 第Ａ00289号 あかね調剤薬局 石巻市茜平2-2-17 有限会社アスカメディカル 2022/4/7 2028/4/6

524 石巻保健所 第Ａ00290号 マルイチ薬局 石巻市山下町一丁目７番２３号 株式会社マルイチ薬局 2022/5/1 2028/4/30

525 石巻保健所 第Ａ00291号 けやき薬局石巻店 石巻市恵み野5-10-3 株式会社ノア 2022/7/1 2028/6/30

526 石巻保健所 第Ａ00293号 薬局うみかぜ号 石巻市穀町６－１７ 有限会社たかぎ 2022/8/1 2028/7/31

527 石巻保健所 第Ａ00294号 薬局そよかぜ号 石巻市穀町１２－１８ 有限会社たかぎ 2022/8/10 2028/8/9

528 石巻保健所 第Ａ00295号 ウエルシア薬局　石巻赤十字病院前店 石巻市あけぼの北1丁目１－７ ウエルシア薬局株式会社 2022/9/13 2028/9/12

529 石巻保健所 第Ａ00297号 調剤薬局ツルハドラッグ石巻蛇田店 石巻市蛇田字新丸井戸44-1 株式会社ツルハ 2017/1/12 2023/1/11

530 石巻保健所 第Ａ00298号 調剤薬局ツルハドラッグ石巻中里店 石巻市南中里１丁目１０番５号 株式会社ツルハ 2017/1/12 2023/1/11

531 石巻保健所 第Ａ00299号 調剤薬局ツルハドラッグ石巻あゆみ野店 石巻市あゆみ野三丁目２番地１７ 株式会社ツルハ 2017/4/12 2023/4/11

532 石巻保健所 第Ａ00300号 ファーマライズ薬局のびるが丘店 東松島市野蒜ヶ丘２－３７－２　ショッピングプラザ森の風内 ファーマライズ株式会社 2017/5/8 2023/5/7

533 石巻保健所 第Ａ00301号 すみい薬局 石巻市住吉町１丁目８－４６ 株式会社グッドネイバー 2017/7/1 2023/6/30

534 石巻保健所 第Ａ00303号 ヤマト漢方薬局 石巻市あゆみ野五丁目５番地６ 有限会社ヤマト漢方 2017/8/17 2023/8/16

535 石巻保健所 第Ａ00304号 薬局虹の風 石巻市須江字皮剥１０５－４ 有限会社たかぎ調剤薬局 2017/9/7 2023/9/6

536 石巻保健所 第Ａ00305号 ひかり薬局野蒜ケ丘 東松島市野蒜ケ丘三丁目２９番６ 株式会社オオノ 2018/4/19 2024/4/18

537 石巻保健所 第Ａ00306号 一般社団法人石巻薬剤師会休日夜間薬局 石巻市蛇田字西道下７１ 一般社団法人石巻薬剤師会 2018/5/20 2024/5/19

538 石巻保健所 第Ａ00307号 かなりあ薬局 石巻市蛇田下中埣２７－１０ 株式会社ショーワメディカル 2018/11/1 2024/10/31

539 石巻保健所 第Ａ00308号 有限会社二宮調剤薬局 石巻市不動町一丁目７番２号 有限会社二宮調剤薬局 2018/11/23 2024/11/22

540 石巻保健所 第Ａ00309号 一般社団法人石巻薬剤師会 会営女川薬局 牡鹿郡女川町女川２丁目１０－１０ 一般社団法人石巻薬剤師会 2019/3/4 2025/3/3
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541 石巻保健所 第Ａ00310号 ツルハドラッグイオンタウン矢本調剤薬局 東松島市小松字谷地２０８他 株式会社ツルハ 2019/2/28 2025/2/27

542 石巻保健所 第Ａ00311号 東まつしま薬局 東松島市赤井字川前四番１－７ ＹＭファーマシー株式会社 2019/5/1 2025/4/30

543 石巻保健所 第Ａ00312号 さくら薬局　石巻八幡店 石巻市八幡町一丁目６番５号 クラフト株式会社 2019/12/1 2025/11/30

544 石巻保健所 第Ａ00313号 山の手調剤薬局 石巻市大手町４－５６１ 有限会社エヌ・ワイ 2020/1/1 2025/12/31

545 石巻保健所 第Ａ00314号 調剤薬局ツルハドラッグ石巻広渕店 石巻市広渕字馬場屋敷３４番１ 株式会社ツルハ 2020/4/20 2026/4/19

546 石巻保健所 第Ａ00316号 アイン薬局　東松島店 東松島市牛網新上江戸原27-2 株式会社アインファーマシーズ 2020/10/1 2026/9/30

547 石巻保健所 第Ａ00317号 アイン薬局　石巻相野谷店 石巻市相野谷字飯野川町２０６－３１ 株式会社アインファーマシーズ 2020/10/1 2026/9/30

548 石巻保健所 第Ａ00318号 アイン薬局　石巻中浦店 石巻市中浦１－２－１２４ 株式会社アインファーマシーズ 2020/10/1 2026/9/30

549 石巻保健所 第Ａ00319号 なかざと薬局 石巻市中里２丁目１２－１ 株式会社シーファーマ 2021/1/1 2026/12/31

550 石巻保健所 第Ａ00320号 葵調剤薬局　桃生店 石巻市桃生町寺崎字舟場前２５－１ 株式会社アインファーマシーズ 2021/3/1 2027/2/28

551 石巻保健所 第Ａ00321号 石巻みらい薬局 石巻市あゆみ野五丁目２番地２ 株式会社ＧＢＡ 2021/4/14 2027/4/13

552 石巻保健所 第Ａ00322号 ふくふく薬局 石巻市あけぼの三丁目１－５ 株式会社Ｂｌｕｅ　Ｂｉｒｄ 2021/7/20 2027/7/19

553 石巻保健所 第Ａ00323号 イオン薬局石巻店 石巻市茜平４丁目１０４番地 イオン東北株式会社 2021/9/1 2027/8/31

554 石巻保健所 第Ａ00324号 イオン薬局石巻駅前店 石巻市穀町１４番－１号 イオン東北株式会社 2021/9/1 2027/8/31

555 石巻保健所 第Ａ00325号 すばる調剤薬局石巻店 石巻市須江字舘山根１０７番地１ 有限会社すばる 2021/12/21 2027/12/20

556 石巻保健所 第Ａ00326号 カメイ調剤薬局　石巻蛇田店 石巻市蛇田字金津町１３－１５ カメイ株式会社 2022/3/16 2028/3/15

557 気仙沼保健所 第Ａ00019号 スズキ薬局 気仙沼市田中前３丁目７－８ 鈴木進 2017/1/1 2022/12/31

558 気仙沼保健所 第Ａ00044号 中上薬局 気仙沼市本吉町津谷松岡２６ 佐藤友彦 2022/11/13 2028/11/12

559 気仙沼保健所 第Ａ00053号 有限会社グリーン薬局 気仙沼市上田中２丁目１－２ 有限会社グリーン薬局 2021/12/26 2027/12/25

560 気仙沼保健所 第Ａ00056号 かもめ薬局東新城店 気仙沼市東新城３丁目１－１ 有限会社かもめ薬局 2017/11/17 2023/11/16

561 気仙沼保健所 第Ａ00057号 本吉調剤薬局 気仙沼市本吉町津谷新明戸３２６－１ 株式会社メディラック 2018/1/17 2024/1/16

562 気仙沼保健所 第Ａ00058号 有限会社オルセー薬局 気仙沼市本吉町津谷明戸２１３番地４ 有限会社オルセー薬局 2018/2/16 2024/2/15

563 気仙沼保健所 第Ａ00074号 三峰調剤薬局 気仙沼市松崎柳沢２１８－５ 株式会社メディラック 2022/1/16 2028/1/15

564 気仙沼保健所 第Ａ00075号 有限会社　うたつ薬局 本吉郡南三陸町歌津字枡沢６６の１ 有限会社　うたつ薬局 2022/12/17 2028/12/16

565 気仙沼保健所 第Ａ00079号 八日町調剤薬局 気仙沼市八日町１丁目４番１号 有限会社ベスティウェル 2018/3/13 2024/3/12

566 気仙沼保健所 第Ａ00082号 新城調剤薬局 気仙沼市東新城一丁目６番１４ 株式会社メディラック 2019/5/14 2025/5/13

567 気仙沼保健所 第Ａ00083号 株式会社南郷調剤薬局 気仙沼市南郷５－５ 株式会社南郷調剤薬局 2019/11/1 2025/10/31

568 気仙沼保健所 第Ａ00089号 はしかみ調剤薬局 気仙沼市長磯牧通９８番地１ 株式会社サンメディカル 2021/4/28 2027/4/27

569 気仙沼保健所 第Ａ00090号 条南マリン薬局 気仙沼市田中前二丁目４番地６ 株式会社チャックス 2021/6/10 2027/6/9

570 気仙沼保健所 第Ａ00095号 みなと薬局 気仙沼市古町３－２－４６ 佐藤明広 2017/6/1 2023/5/31

571 気仙沼保健所 第Ａ00100号 ししおり調剤薬局 気仙沼市東八幡前２７０－１ 有限会社ベスティウェル 2017/10/14 2023/10/13

572 気仙沼保健所 第Ａ00102号 こさか調剤薬局 本吉郡南三陸町志津川字沼田１５０－１４５ 有限会社小坂調剤 2017/12/9 2023/12/8

573 気仙沼保健所 第Ａ00105号 にこにこ堂調剤薬局 気仙沼市田中前４丁目４番５ 有限会社しらはた 2018/4/28 2024/4/27

574 気仙沼保健所 第Ａ00106号 調剤薬局ツルハドラッグ気仙沼東新城店 気仙沼市東新城２丁目６－５ 株式会社ツルハ 2018/7/16 2024/7/15

575 気仙沼保健所 第Ａ00108号 仙台調剤薬局　気仙沼店 気仙沼市松崎萱１２１番１ シップヘルスケアファーマシー東日本株式会社 2020/3/6 2026/3/5

576 気仙沼保健所 第Ａ00109号 共創未来東しんじょう薬局 気仙沼市東新城二丁目７番６号 株式会社ファーマみらい 2020/9/9 2026/9/8

577 気仙沼保健所 第Ａ00112号 一般社団法人気仙沼薬剤師会会営志津川薬局 本吉郡南三陸町志津川字沼田１４番地２２ 一般社団法人気仙沼薬剤師会 2021/12/14 2027/12/13

578 気仙沼保健所 第Ａ00113号 気仙沼南調剤薬局 気仙沼市本吉町津谷長根１０７－１ 株式会社メディラック 2022/6/8 2028/6/7

579 気仙沼保健所 第Ａ00114号 田谷薬局 気仙沼市田中前２丁目１－１１ 株式会社クオリティ企画 2017/3/21 2023/3/20

580 気仙沼保健所 第Ａ00115号 カメイ調剤薬局　気仙沼店 気仙沼市赤岩杉ノ沢９番地１ カメイ株式会社 2017/11/1 2023/10/31

581 気仙沼保健所 第Ａ00116号 カワチ薬局　気仙沼店 気仙沼市赤岩杉ノ沢１２－１ 株式会社　カワチ薬品 2017/10/25 2023/10/24

582 気仙沼保健所 第Ａ00118号 気仙沼薬局いちご・とまと店 気仙沼市赤岩平貝８４－１ シップヘルスケアファーマシー東日本株式会社 2017/11/1 2023/10/31

583 気仙沼保健所 第Ａ00119号 本田薬局 本吉郡南三陸町志津川字沼田１４の１３番地 株式会社本田薬局 2018/2/7 2024/2/6

584 気仙沼保健所 第Ａ00120号 ヤマイチ薬局 本吉郡南三陸町志津川字沼田１００－４５ 有限会社チトセ 2018/3/9 2024/3/8

585 気仙沼保健所 第Ａ00121号 共創未来　気仙沼中央薬局 気仙沼市田谷１１番地１２ 株式会社ファーマみらい 2019/5/12 2025/5/11
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薬局
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586 気仙沼保健所 第Ａ00122号 大島調剤薬局 気仙沼市高井２１５－２ 株式会社ポルトワーク 2019/8/26 2025/8/25

587 気仙沼保健所 第Ａ00123号 仙台調剤薬局　気仙沼大橋店 気仙沼市内の脇一丁目６番１５－２号 シップヘルスケアファーマシー東日本株式会社 2020/4/16 2026/4/15

588 気仙沼保健所 第Ａ00124号 ホープ薬局　気仙沼店 気仙沼市田中前２丁目８番７－１ 株式会社アルタックス 2020/10/26 2026/10/25

589 気仙沼保健所 第Ａ00125号 イオン薬局気仙沼店 気仙沼市赤岩舘下６－１外 イオン東北株式会社 2021/9/1 2027/8/31

590 気仙沼保健所 第Ａ00126号 なでしこ薬局ますざわ 本吉郡南三陸町歌津字枡沢９０－１ 株式会社アンサンワークス 2021/10/1 2027/9/30

591 気仙沼保健所 第Ａ00127号 気仙沼三日町薬局 気仙沼市三日町２丁目２番１１号 株式会社ストレチア 2022/9/2 2028/9/1
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