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〒会社名 住所 電話 FAX代表者名役職

980-0011おいで薬局 宮城県 仙台市青葉区 上杉１－９－１４ (022)-265-7755 (022)-265-7755生出　泉太郎

980-0021㈲仙台薬局 宮城県 仙台市青葉区 中央１－６－１ (022)-222-8778 (022)-222-8758小泉　運治代表取締役

980-0021㈱ミドリ薬局 宮城県 仙台市青葉区 中央2-6-36中央レントビル8F (022)-224-4414 (022)-263-7314佐々木　克之代表取締役

980-0021㈱桜井薬局 宮城県 仙台市青葉区 中央２－５－１０ (022)-222-4630 (022)-263-3412櫻井　喜祢子代表取締役

980-0821アサカ薬局 宮城県 仙台市青葉区 春日町２－１５ (022)-222-7596安積　壮吉

980-0872（一財）辛酉会 宮城県 仙台市青葉区 星陵町1-1　東北大学病院内 (022)-234-5203 (022)-274-4842平　則夫理事長

981-0904㈲ファミリー薬局 宮城県 仙台市青葉区 旭ヶ丘２－３０－２１ (022)-273-2901 (022)-273-5049渡部　泰也代表取締役

981-0951矢澤科学器械㈱ 宮城県 仙台市青葉区 滝道４２－１２ (022)-278-7531 (022)-279-7390曽根　弘代表取締役

981-3204㈱ミヤックス 宮城県 仙台市泉区 寺岡１－１－３ (022)-777-5888 (022)-777-6888高橋　文蔵代表取締役

983-0824㈱青柳商会 宮城県 仙台市宮城野区 鶴ヶ谷字本山７－２２ (022)-388-3320 (022)-388-3375青柳　利明代表取締役

983-0037㈲二宮薬局 宮城県 仙台市宮城野区 平成2-15-15 (022)-237-1416 (022)-237-1450二宮　邦信代表取締役

983-0812㈲エムエム 宮城県 仙台市宮城野区 小田原弓ノ町100－1 (022)-295-1439 (022)-295-4314辻　宇一郎代表取締役

983-0039仙台農業協同組合 宮城県 仙台市宮城野区 新田東2-15-2 ( 022)- 236-2411 ( 022)- 236-4331菅野　育男代表理事組合長

983-0852㈱タニタ北日本営業所 宮城県 仙台市宮城野区 榴岡１－６－８ (022)-299-7161小林　誠司所長

984-0053㈱ヘルスマート 宮城県 仙台市若林区 連坊小路127 (022)-223-4195 (022)-223-5985庄司　武郎代表取締役社長

984-0015㈱瀬戸屋 宮城県 仙台市若林区 卸町２－１５－７ (022)-232-0135 (022)-239-5245金野　伸介代表取締役

984-0015㈱セトヤサプライ 宮城県 仙台市若林区 卸町2-15-7 (022)-232-0935 (022)-235-3690金野　伸介代表取締役
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984-0035新和商事㈱ 宮城県 仙台市若林区 霞目２－３３－１５ (022)-285-2205 (022)-285-2207橋浦　勝弘代表取締役

986-0101㈱小野寺薬局 宮城県 石巻市 相野谷字飯野川町21 (0225)-62-3013 (0225)-62-0585小野寺　善治代表取締役

986-0132㈱佐々木農機商会 宮城県 石巻市 小船越字下谷地２８ (0225)-62-3112 (0225)-62-3171佐々木　昭吉代表取締役

986-0815いしのまき農業協同組合 営農経済部 宮城県 石巻市 中里5-1-12 (0225)-22-1180 (0225)-21-1980石川　壽一代表理事組合長

986-2121㈲岡部薬局 宮城県 石巻市 渡波町３－１－２６ (0225)-24-1165 (0225)-97-5036岡部　栄穂代表取締役

989-2421（株）ヰセキ東北 宮城県 岩沼市 下野郷字新南長沼１－２ (0223)-24-1111神山　壮太郎支社長

981-1505細川薬局 宮城県 角田市 角田字町２２ (0224)-62-1386 (0224)-62-5832細川　征輔

981-1505㈲西村薬局 宮城県 角田市 角田字町２２０ (0224)-62-2126 (0224)-63-4040西村　直樹代表取締役

988-0037(株)斎民商店 宮城県 気仙沼市 魚市場前2-8 (0226)-22-3005 (0226)-22-3008斎藤　欣也代表社員

988-0053スズキ薬局 宮城県 気仙沼市 田中前３－７－８ (0226)-24-3610鈴木　進

988-0056㈲グリーン薬局 宮城県 気仙沼市 上田中２－１－２ (0226)-22-1720 (0226)-22-1726畠山　洋子代表取締役

988-0271㈲みつわ薬品 宮城県 気仙沼市 本吉町野々下１９０－８ (0226)-44-2413佐藤　昭治

985-0001㈱三亥　塩釜支店 宮城県 塩竈市 新浜町1-21-47 (022)-366-3521 (022)-362-3874佐藤　純也支店長

985-0021キクニ㈱ 宮城県 塩竈市 尾島町27-30 (022)-365-3311 (022)-364-3373桑原　茂代表取締役

985-0016㈱アサヒ薬局 宮城県 塩竈市 港町２－５－１０ (022)-362-3075 (022)-362-3079桜井　嘉男代表取締役

989-0243㈲二幸薬局 宮城県 白石市 沢目８ (0224)-25-5105今井　勝之代表取締役

989-0274伊新薬局 宮城県 白石市 長町２ (0224)-26-2593伊藤　陽子

989-0275㈲菅野薬局 宮城県 白石市 本町97 (0224)-26-2211 (0224)-26-1780菅野　茂子代表取締役
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989-0231みどり薬局刈田病院前店 宮城県 白石市 福岡蔵本秋野沢２６－１ (0224)-24-2529伊藤　太一

985-0873仙台農業協同組合 多賀城支店 宮城県 多賀城市 中央１－１－１５ (022)-368-3417 (022)-368-3098大江　富一郎組合長理事

981-1233(株)仙南薬品 宮城県 名取市 小山2-2-43 (022)-382-1338 (022)-384-2627守　睦夫代表取締役

981-2152サイカ調剤薬局丸森病院前店 宮城県 伊具郡丸森町 字鳥屋87－3 (0224)-72-2566斎藤　三千年代表取締役

981-3698（株）バイタルネット 宮城県 黒川郡大和町 小野字明通40-7 (022)-344-7641 (022)-344-7649鈴木　賢代表取締役社長

981-3621土山薬局 宮城県 黒川郡大和町 吉岡字上町３８ (022)-345-2048 (022)-345-2048土山　寛之管理薬剤師

981-3404新みやぎ農業協同組合　あさひな地区
本部

宮城県 黒川郡大和町 落合相川字若木182番地 (022)-353-1113

989-1201（資）関谷薬局 宮城県 柴田郡大河原町 大谷字町向１１６－１８ (0224)-52-2133 (0224)-52-4133関谷　幸郎

989-1501㈲阿部薬局 宮城県 柴田郡川崎町 大字前川字本町１ (0224)-84-2052 (0224)-84-5984阿部　靖宏代表取締役

981-0215仙台農業協同組合松島店 宮城県 宮城郡松島町 高城町東２－２０ (022)-354-2102 (022)-354-3588林　昭彦組合長理事

981-0112仙台農業協同組合利府店 宮城県 宮城郡利府町 利府大町７５ (022)-356-2211 (022)-356-2121鹿野　文治利府支店長

989-2111森薬局 宮城県 亘理郡山元町 坂元字町56 (0223)-38-0334森　建夫

989-2351㈲はんざわ 宮城県 亘理郡亘理町 字上茨田２６－２ (0223)-34-4814 (0223)-34-7313半沢　清

981-4334ささき薬局 宮城県 加美郡加美町 字町屋敷２－１２ (0229)-67-2048佐々木　奈緒

981-4122加美よつば農業協同組合 宮城県 加美郡色麻町 四釜字柧木町１４－１ (0229)-66-1222 (0229)-65-4378三浦　静也代表理事組合長

987-2212只野農機㈱ 宮城県 栗原市 築館木戸17-70 (0228)-22-3238 (0228)-22-3438只野　雄一代表取締役

987-2252㈱今秀薬局 宮城県 栗原市 築館薬師四丁目7番6号 (0228)-22-2017 (0228)-23-7000今野　敏昭代表取締役

987-2308Ａコープ一迫店 宮城県 栗原市 一迫真坂字高橋５ (0228)-52-3111 (0228)-52-3120
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989-5301（資）鈴木薬局 宮城県 栗原市 栗駒岩ヶ崎六日町１１６ (0228)-45-2053 (0228)-45-2053鈴木　健幹代表社員

989-5501㈱ワイ･アール　サデン薬局 宮城県 栗原市 若柳字川北中町35 (0228)-32-3357 (0228)-32-3357佐藤　良文代表取締役

989-4500Ａコープ瀬峰店 宮城県 栗原市 瀬峰下田１８５－１ (0228)-38-4111 (0228)-38-4115黄海　篤店長

987-0331㈲木村商会 宮城県 登米市 米山町中津山字鹿ノ畑６－１ (0220)-55-2510 (0220)-55-2668木村　義夫代表取締役

987-0511㈲菅原農機店 宮城県 登米市 迫町佐沼字西佐沼133 (0220)-22-3136 (0220)-22-0367菅原　明彦代表取締役

987-0611ヌマカン商事㈲ 宮城県 登米市 中田町浅水長谷山３２６ (0220)-34-3113沼田　求

981-0503㈱いしがき金物店 宮城県 東松島市 矢本河戸１１ (0225)-82-3122 (0225)-82-1832石垣　聖志代表取締役

981-0503㈲庄司薬局 宮城県 東松島市 矢本河戸１３ (0225)-82-3040 (0225)-82-3040庄司　信也代表取締役

989-4103㈱田村農機商会 宮城県 大崎市 鹿島台平渡字新屋敷１番地 (0229)-56-2216 (0229)-56-3963田村　敏幸代表取締役

989-6105㈲マルナカ商会 宮城県 大崎市 古川福沼３－７－１９ (0229)-22-0999 (0229)-22-0900佐々木　啓代表取締役

989-6321アサヒ薬局 宮城県 大崎市 三本木字北町７８－１ (0229)-52-2043 (0229)-52-5749津野田　英一

989-6412いわでやま農業協同組合 宮城県 大崎市 岩出山下野目字二ツ屋３９ (0229)-72-1065 (0229)-72-0059鈴木　千世秀代表理事組合長

989-6436ツルミヤ薬局 宮城県 大崎市 岩出山字二ノ構１０７ (0229)-72-0104 (0229)-72-0723鶴宮　博
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