
氏　　名 会　社　名

井上　栄一 佐伯薬品株式会社
上岡　裕二 佐伯薬品株式会社
柏谷　一実 株式会社酒井薬品
齋藤　大樹 株式会社酒井薬品
佐藤　和平 株式会社酒井薬品
髙橋　利幸 株式会社酒井薬品
澤田　博元 株式会社酒井薬品
若松　由人 薮内薬品株式会社
髙田　学 薮内薬品株式会社
森下　寛紀 薮内薬品株式会社
本田　亮介 薮内薬品株式会社
小野寺　寛之 薮内薬品株式会社
成島　昇 薮内薬品株式会社
秋田　貴之 薮内薬品株式会社
原田　伸城 薮内薬品株式会社
佐藤　弘聖 薮内薬品株式会社
髙橋　大介 薮内薬品株式会社
針谷　仁 薮内薬品株式会社
川島　英介 薮内薬品株式会社
青山　貴幸 薮内薬品株式会社
太田　恵介 薮内薬品株式会社
山中　寛尉 薮内薬品株式会社
齋藤　学 薮内薬品株式会社
菅原　厚 薮内薬品株式会社
竹中　規央 薮内薬品株式会社
南波　直樹 薮内薬品株式会社
﨑代　真海 薮内薬品株式会社
今野　健太 薮内薬品株式会社
太田　章博 薮内薬品株式会社
野口　哲男 株式会社共立薬品
富名腰　義亨 株式会社共立薬品
上木　光男 株式会社共立薬品
渡辺　弥 株式会社共立薬品
日當　正美 株式会社共立薬品
片石　圭一 株式会社共立薬品
紙谷　嘉之 株式会社共立薬品
宮嶋　宣範 株式会社共立薬品
桑山　淳 株式会社共立薬品
中村　浩 株式会社共立薬品
神田　信 株式会社共立薬品

冨山　裕真　 株式会社共立薬品
吉田　実 株式会社共立薬品
蛭田　一郎 株式会社共立薬品
広川　真大 田宮薬品株式会社
小川　佳志 田宮薬品株式会社
大住　淳 田宮薬品株式会社

西岡　大智郎 田宮薬品株式会社
相田　大 田宮薬品株式会社
佐藤　邦彦 田宮薬品株式会社
土井川和男 田宮薬品株式会社
上西　孝幸 田宮薬品株式会社
中尾　恭平 田宮薬品株式会社
伊藤　友也 田宮薬品株式会社
藤村　一樹 田宮薬品株式会社



坂下　翼 田宮薬品株式会社
竹内　圭介 田宮薬品株式会社
加藤　慎也 田宮薬品株式会社
藤森　靖浩 田宮薬品株式会社
中村　宣之 田宮薬品株式会社
吉田　勝人 田宮薬品株式会社
河原　洋一 田宮薬品株式会社
狛　　昭彦 田宮薬品株式会社
田宮　英和 田宮薬品株式会社
武田　三紀生 田宮薬品株式会社
星加　宏幸 田宮薬品株式会社
金内　栄治 田宮薬品株式会社
小林　一哉 田宮薬品株式会社
酒井　信一 田宮薬品株式会社
赤石　範夫 株式会社ｱｽｶ薬品
佐藤　直生 株式会社ｱｽｶ薬品
和賀　敏也 株式会社ｱｽｶ薬品
中里　将樹 株式会社ｱｽｶ薬品
鳥井　政義 株式会社ｱｽｶ薬品
田宮　洋次 株式会社ｱｽｶ薬品
倉　八重子 北海道厚生農業協同組合連合会
新屋　祐子 北海道厚生農業協同組合連合会
佐々木　秋男 北海道厚生農業協同組合連合会
向井　憲一 北海道厚生農業協同組合連合会
伊藤　房雄 北海道厚生農業協同組合連合会
川瀬　みゆき 北海道厚生農業協同組合連合会
澤田　弘幸 北海道厚生農業協同組合連合会
久保　徹 北海道厚生農業協同組合連合会
大沼　貴夫 北海道厚生農業協同組合連合会
田島　博之 北海道厚生農業協同組合連合会
田島　久美子 北海道厚生農業協同組合連合会
遠藤　晴世 北海道厚生農業協同組合連合会
濱田　由美子 北海道厚生農業協同組合連合会
村上　ひとみ 北海道厚生農業協同組合連合会
髙久　ともえ 北海道厚生農業協同組合連合会
三本漆　理恵 北海道厚生農業協同組合連合会
武部　康代 北海道厚生農業協同組合連合会
生枝　利恵 北海道厚生農業協同組合連合会
三浦　眞希子 北海道厚生農業協同組合連合会
佐藤　康子 北海道厚生農業協同組合連合会
武岡　奈々美 北海道厚生農業協同組合連合会
堀　　美鈴 北海道厚生農業協同組合連合会
伊藤　浩 北海道厚生農業協同組合連合会
竹内　正樹 北海道厚生農業協同組合連合会
橘井　美智子 北海道厚生農業協同組合連合会
山田　啓二 北海道厚生農業協同組合連合会
砂田　明美 北海道厚生農業協同組合連合会
古屋　弘美 北海道厚生農業協同組合連合会
小川原　重義 北海道厚生農業協同組合連合会
坪田　公義 北海道厚生農業協同組合連合会
渋谷　京子 北海道厚生農業協同組合連合会
中山　茂樹 北海道厚生農業協同組合連合会
谷岡　雄逸 北海道厚生農業協同組合連合会
小野　利昌 北海道厚生農業協同組合連合会
山崎　敏幸 北海道厚生農業協同組合連合会
大川　幸則 北海道厚生農業協同組合連合会
三上　正幸 北海道厚生農業協同組合連合会



森　　雅英 北海道厚生農業協同組合連合会
本堂　まゆみ 北海道厚生農業協同組合連合会
久保田　るい子 北海道厚生農業協同組合連合会
村椿　智子 北海道厚生農業協同組合連合会
坂本　はるみ 北海道厚生農業協同組合連合会
太田　みね子 北海道厚生農業協同組合連合会
佐藤　由希子 北海道厚生農業協同組合連合会
松井　政三 北海道厚生農業協同組合連合会
伊東　眞琴 北海道厚生農業協同組合連合会
佐々木　亮二 北海道厚生農業協同組合連合会
松原　秀幸 北海道厚生農業協同組合連合会
渋谷　実 北海道厚生農業協同組合連合会
山本　友子 北海道厚生農業協同組合連合会
吉村　英夫 北海道厚生農業協同組合連合会
高橋　裕美子 北海道厚生農業協同組合連合会
近藤　淳一 北海道厚生農業協同組合連合会
武田　幸行 北海道厚生農業協同組合連合会
山田　宏士 北海道厚生農業協同組合連合会
阿保　知恵子 北海道厚生農業協同組合連合会
堀田　信男 北海道厚生農業協同組合連合会
東出　敏緒 北海道厚生農業協同組合連合会
小野地　修 北海道厚生農業協同組合連合会
南部　幸子 北海道厚生農業協同組合連合会
佐藤　豊治 北海道厚生農業協同組合連合会
谷田　将信 北海道厚生農業協同組合連合会
福永　陽子 北海道厚生農業協同組合連合会
目黒　久美子 北海道厚生農業協同組合連合会
向井　敏治 北海道厚生農業協同組合連合会
日置　弘 北海道厚生農業協同組合連合会
松吉　優美 北海道厚生農業協同組合連合会
堀江　政司 北海道厚生農業協同組合連合会
川口　太郎 北海道厚生農業協同組合連合会
荻野　修 北海道厚生農業協同組合連合会

平松　美恵子 北海道厚生農業協同組合連合会
荒井　恵美子 北海道厚生農業協同組合連合会
大村　葉子 北海道厚生農業協同組合連合会
芝　克洋 北海道厚生農業協同組合連合会
堀　美貴子 北海道厚生農業協同組合連合会
佐藤　節子 北海道厚生農業協同組合連合会
片山　修子 北海道厚生農業協同組合連合会
澤田　雅弘 北海道厚生農業協同組合連合会
松原　征雄 北海道厚生農業協同組合連合会
柴田　正明 北海道厚生農業協同組合連合会
鈴木　律夫 北海道厚生農業協同組合連合会
盛田　賢 北海道厚生農業協同組合連合会
川村　英夫 北海道厚生農業協同組合連合会
小谷　雅利 北海道厚生農業協同組合連合会
服部　千春 北海道厚生農業協同組合連合会
高木　秋義 北海道厚生農業協同組合連合会
梅田　武志 株式会社三枝薬房
藤田　竜一郎 株式会社三枝薬房
岡田　建巳 株式会社三枝薬房
佐々木　祐輔 株式会社三枝薬房
西村　淳志 株式会社三枝薬房
薄田　眞義 株式会社三枝薬房
水島　信夫 株式会社三枝薬房
矢口　義孝 株式会社三枝薬房



岩崎　洋一 株式会社三枝薬房
内藤　陽一 株式会社三枝薬房
伊勢谷　豊 株式会社三枝薬房
上林　清 株式会社三枝薬房
西村　佳弘 株式会社三枝薬房
三枝　勇一郎 株式会社三枝薬房
富樫　友樹 株式会社三枝薬房
秋田　智直 株式会社三枝薬房
大島　康祐 株式会社三枝薬房
清水川　英人 株式会社三枝薬房
眞田　芳彦 札幌田村薬品株式会社
鷲沢　浩実 札幌田村薬品株式会社
三枝　正樹 株式会社　サエグサ
柳谷　洋和 株式会社　サエグサ
斉藤　裕二 株式会社　サエグサ
鈴木　利行 株式会社　サエグサ
原水　一代 株式会社　サエグサ
大塚　謙治 株式会社　サエグサ
小林　康彦 株式会社　サエグサ
山下　剛市 株式会社　サエグサ
左高　哲也 株式会社　サエグサ
播磨　広文 株式会社　サエグサ
小松　雅樹 株式会社　サエグサ
鈴木　真也 株式会社　サエグサ
佐久間　一宏 株式会社　サエグサ
福島　　透 株式会社　サエグサ
本田　泰隆 株式会社　サエグサ
池田　憲敏 株式会社　サエグサ
岩佐　修平 株式会社　サエグサ
富士　信吾 株式会社　サエグサ
山田　尚弘 株式会社　サエグサ
田口　学 株式会社　サエグサ
福田　光宏 株式会社　サエグサ
伊藤　公一 株式会社　サエグサ
横山　俊二 株式会社　サエグサ
田中　規夫 株式会社　サエグサ
成田　剛 株式会社　サエグサ
高嶋　善昭 株式会社　サエグサ
田中　嘉之 株式会社　サエグサ
小川　亮 株式会社　サエグサ
麓　知昭 株式会社　サエグサ
中田　良介 株式会社　サエグサ
五十嵐　圭吾 株式会社　サエグサ
浅野　昭人 株式会社　サエグサ
中村　彰宏 株式会社　サエグサ
関川　純 株式会社　サエグサ
橋本　高志 株式会社　サエグサ
山本　一 株式会社　サエグサ
矢野　博基 株式会社　サエグサ
猪股　友幸 株式会社　サエグサ
村上　一美 株式会社　サエグサ
羽深　宣人 株式会社　サエグサ
黒木　亮太 株式会社　サエグサ
松本　慎太郎 株式会社　サエグサ
川村　健太 株式会社　サエグサ
佐々木　陽輔 株式会社　サエグサ
小川　靖夫 株式会社　サエグサ



鈴木　哲治 株式会社　サエグサ
川本　義雄 株式会社　サエグサ
兼子　文人 株式会社　サエグサ
鳥居　悠介 株式会社　サエグサ
下村　基弘 株式会社　サエグサ
早瀬　良太 株式会社　サエグサ
千葉　秀昭 株式会社　サエグサ
松元　隼 株式会社　サエグサ
栗森　竜司 株式会社　サエグサ
若原　浩市 株式会社　サエグサ
伊藤　和樹 株式会社　サエグサ
小笠原　雄樹 株式会社　サエグサ
中田　真史 株式会社　サエグサ
佐々木　拓 株式会社　サエグサ
鈴木　啓規 株式会社　サエグサ
浅野　裕喜 有限会社あさひ薬品
吉田　直宏 有限会社あさひ薬品
最相　裕亮 有限会社あさひ薬品
杉本　憲彦 有限会社あさひ薬品
品田　真也 有限会社あさひ薬品
山田　孝宏 有限会社あさひ薬品
北沢　修 有限会社あさひ薬品
浅倉　勝忠 有限会社あさひ薬品
渡辺　敏浩 有限会社あさひ薬品
伊藤　聡 有限会社あさひ薬品
柳川　司 有限会社あさひ薬品
山川　憲司 有限会社あさひ薬品
瀬川　正広 有限会社あさひ薬品
神納　功一 有限会社あさひ薬品
市川　氶雄 有限会社　ゼネック
小林　万晃 株式会社　石井薬房
野坂　秀樹 株式会社　石井薬房
鈴木　章友 株式会社　石井薬房
千葉　博之 株式会社　石井薬房
菅原　学 株式会社　石井薬房
安保　一弘 株式会社　石井薬房
石井　ふみよ 株式会社　石井薬房
石井　昌宏 株式会社　石井薬房
小幡　正道 エリーゼ薬品株式会社
赤澤　茂 エリーゼ薬品株式会社
武田　直樹 エリーゼ薬品株式会社
遠藤　実 エリーゼ薬品株式会社
小林　雄幸 エリーゼ薬品株式会社
幕田　義親 エリーゼ薬品株式会社
小原　昭二 エリーゼ薬品株式会社
川守田　健二 エリーゼ薬品株式会社
大泉　敏明 エリーゼ薬品株式会社
奥谷　栄一 エリーゼ薬品株式会社
番場　久雄 エリーゼ薬品株式会社
根尾　将史 エリーゼ薬品株式会社
加藤　康司 エリーゼ薬品株式会社
佐藤　誠 エリーゼ薬品株式会社
中島　英一 エリーゼ薬品株式会社
小畑　丈二 エリーゼ薬品株式会社
林　友宏 エリーゼ薬品株式会社
石割　清隆 有限会社石割ﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝ
石割　宗仁 有限会社石割ﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝ



山本　啓文 山本薬品
五十嵐　隆志 五十嵐薬品
佐藤　正彦 株式会社　雪の元
宮崎　晃 株式会社　雪の元
梶原　祐樹 株式会社　雪の元
戸梶　文和 株式会社　雪の元
深川　伸宣 株式会社　雪の元
永長　拓磨 株式会社　雪の元
永長　常男 株式会社　雪の元
成田　修 有限会社　ﾄﾐﾀ薬品
成田　祐己 有限会社　ﾄﾐﾀ薬品
河合　進 河合薬品


