
受講者番号 会社名 氏名
20171101 株式会社三枝薬房 三鍋　重行
20171102 株式会社三枝薬房 西見　雅夫
20171103 株式会社三枝薬房 山崎　泰央
20171104 株式会社三枝薬房 山田　明泰
20171105 株式会社三枝薬房 吉田　憲弘
20171107 株式会社三枝薬房 堀内　秀紀
20171109 株式会社三枝薬房 向　建作
20171110 株式会社三枝薬房 大野　武祥
20171111 株式会社三枝薬房 八木　孝佳
20171112 株式会社三枝薬房 古明地　城二
20171113 株式会社三枝薬房 高樋　政幸
20171114 株式会社三枝薬房 坂野　優

20170404151 株式会社川合薬品 菊沢　敏博
20170404152 株式会社川合薬品 西山　幸治
20170404153 株式会社川合薬品 二瓶　章
20170404154 株式会社川合薬品 川合　浩幸
20170404155 株式会社川合薬品 三好　豊
20170404156 株式会社川合薬品 西牧　貴浩
20170422001 株式会社広田薬品 大向貞彰
20170422002 株式会社広田薬品 三浦　公平
20170422003 株式会社広田薬品 大滝　榮策
20170422004 株式会社広田薬品 伊丹　主則
20170422005 株式会社広田薬品 布施　勝美
20170422006 株式会社広田薬品 大向　貞彰
20170422006 株式会社広田薬品 大柳　正二
20170422007 株式会社広田薬品 星　　和彦
20170422008 株式会社広田薬品 菅田　芳則
20170422009 株式会社広田薬品 濵津康之
20170422010 株式会社広田薬品 滝川広信
20170422011 株式会社広田薬品 高屋　尋幸
20170422012 株式会社広田薬品 片岡　斉
20170422013 株式会社広田薬品 高橋　正利
20170422014 株式会社広田薬品 真嶌　成人
20170422015 株式会社広田薬品 長谷川　聡
20170422016 株式会社広田薬品 斎藤　大作
20170527001 株式会社大心中井薬品 山田　学
20170527002 株式会社大心中井薬品 宮腰　貴志
20170527003 株式会社大心中井薬品 大山　紀彦
20170527004 株式会社大心中井薬品 田森　　匠
20170527005 株式会社大心中井薬品 米谷　修一
20170527006 株式会社大心中井薬品 竹村　明
20170527007 株式会社大心中井薬品 新田　晴己
20170527008 株式会社大心中井薬品 高橋　一行
20170527009 株式会社大心中井薬品 金谷　樹
20170527010 株式会社大心中井薬品 大内　博人
20170527011 株式会社大心中井薬品 藤谷　正平
20170527012 株式会社大心中井薬品 藤原　徹
20170527013 株式会社大心中井薬品 今　祐樹
20170527014 株式会社大心中井薬品 佐々木　裕孝
20170527015 株式会社至誠堂薬品販売 中井豊喜
20170527051 株式会社広田薬品 小川　勇樹
20170527052 株式会社広田薬品  津崎　孝幸
20170527053 株式会社広田薬品  長門　智也
20170527054 株式会社広田薬品  岸　　順一
20170527055 株式会社広田薬品 熊井　幸聖
20170527056 株式会社広田薬品  上村　正
20170527057 株式会社広田薬品  成田　大樹
20170527058 株式会社広田薬品  大門　暢
20170527059 株式会社広田薬品 浅井　浩一
20170527060 株式会社広田薬品  村上　直樹
20170527061 株式会社広田薬品  佐藤　文昭
20170527062 株式会社広田薬品  由利　忠信
20170527063 株式会社広田薬品  西田　吉人
20170527064 株式会社広田薬品  渡部　勇毅
20170527065 株式会社広田薬品  原　修一
20170527066 株式会社広田薬品  淡路　竜
20170530110 株式会社広田薬品 澤田　昌宏
20170608001 井本　則忠



20170608002 増山　輝夫
20170608004 北川　義二
20170608005 仲　　 みゆき
20170608006 アサヒ薬品 朝日　幸男
20170608007 内山薬品 ㈱ 佐々木　健
20170608008 内山薬品 ㈱ 大原　隆一
20170608010 三洋薬品（株） 山本　哲也
20170608012 ㈱ 上田美月堂 山﨑　利彦
20170608013 ㈱ 上田美月堂 保田　光春
20170608014 ㈱ 上田美月堂 山﨑　光祐
20170608015 中澤良効堂薬品 ㈱ 平　　 秀幸
20170608016 中澤良効堂薬品 ㈱ 足立　正義
20170608018 コメダ薬品商会 岸本　光昭
20170608019 コメダ薬品商会 川口　正博
20170608020 コメダ薬品商会 米田 周玄
20170608021 コメダ薬品商会 米田　昌弘
20170608022 ㈱ フロンティア 岸本　隆佳
20170608023 ㈱ フロンティア 竹内　政也
20170608024 細川　英治
20170608025 上田　良隆
20170608101 村上　信行
20170608102 浅野　勝仁
20170608103 家谷　美知隆
20170608104 家谷　幸子
20170608105 吉岡  豊
20170608106 濱野　朗洋
20170608107 ㈲ たかえ博心堂 高栄　初美
20170608108 ㈲ たかえ博心堂 老籾　守雄
20170608109 マスイチ薬品 小笹　征一郎
20170608110 山崎　伊佐男
20170608111 (有) 井原漢方 井原　惣将
20170608112 日晃薬品（株） 井上　清臣
20170608113 日晃薬品（株） 堤　　 紀博
20170608114 日晃薬品（株） 内藤　淳二
20170608115 日晃薬品（株） 津川　 鈴之助
20170608116 日晃薬品（株） 岡本　智也
20170608117 日晃薬品（株） 藤井　直人
20170608118 日晃薬品（株） 薮本　克行
20170608119 日晃薬品（株） 中本　浩二
20170608120 日晃薬品（株） 井上　隆史
20170608121 ㈱ 中西薬品 中西 啓晃
20170608122 ㈱ 中西薬品 荻野 友樹郎
20170608123 ㈱ 中西薬品 福田 征典
20170608124 ㈱ 中西薬品 八木　宏明
20170608125 ㈱ 中西薬品 堂岡　伸康
20170608126 日晃薬品（株） 木下　裕之
20170613001 富東薬品
20170613002 フクシ薬品 福角　勘治
20170613003 フクシ薬品 関谷　敏勝
20170613004 フクシ薬品 森　信也
20170613005 フクシ薬品 菅野　義則
20170613006 フクシ薬品 平岡　貴弘
20170613007 フクシ薬品 鈴木　良
20170613008 フクシ薬品 星　正明
20170613009 フクシ薬品 結城　利昭
20170613010 冨樫薬品 冨樫　節子
20170613011 梅澤　正則
20170613012 千葉　昭子
20170613013 志貴野薬品 村上　義幸
20170613014 志貴野薬品 村上　　さゆり
20170613015 志貴野薬品 鬼海　喜義
20170613016 志貴野薬品 佐藤　　正一
20170613017 志貴野薬品 渡辺　忠義
20170613018 寺島　浩昭
20170613019 ムラタ漢方 奥出　雅敏
20170613020 堀　廣幸
20170613101 足高薬房 足高　公造
20170613102 足高薬房 足高　克己
20170613103 足高薬房 上野　隆輔



20170613104 足高薬房 小松　哲郎
20170613105 足高薬房 千葉　博文
20170613106 足高薬房 小野寺　成一
20170613107 佐藤　隆司 佐藤　隆司
20170613108 網岡薬品 網岡　秀憲
20170613109 網岡薬品 網岡　豊浩
20170613110 篠田　仁 篠田　仁
20170613111 五十嵐　篤也 五十嵐　篤也
20170613112 モリモト薬品 森本　可直
20170613113 モリモト薬品 森本　崇嗣
20170613114 モリモト薬品 森本　ますみ
20170613115 モリモト薬品 町田　みき子
20170617001 株式会社サエグサ薬品 中田　良介
20170617002 株式会社サエグサ薬品 山田　優作
20170617003 株式会社サエグサ薬品 五十嵐圭吾
20170617004 株式会社サエグサ薬品 工藤啓祐
20170617015 北海道厚生農業協同組合連合会 山下　奈奈
20170617016 北海道厚生農業協同組合連合会 松吉　優美
20170617018 サエグサ薬品 麓　知昭
20170617019 サエグサ薬品 田中嘉之
20170624016 田宮薬品 田宮　英和
20170624017 北海道厚生農業協同組合連合会 三本漆　理恵
20170624018 北海道厚生農業協同組合連合会 谷岡　雄逸
20170624019 北海道厚生農業協同組合連合会 久保田　るい子
20170624020 北海道厚生農業協同組合連合会 山田　啓二
20170624021 北海道厚生農業協同組合連合会 森　雅英
20170624022 北海道厚生農業協同組合連合会 本堂　まゆみ
20170624023 北海道厚生農業協同組合連合会 砂田　明美
20170624024 北海道厚生農業協同組合連合会 三上　正幸
20170624025 北海道厚生農業協同組合連合会 村椿　智子
20170624026 北海道厚生農業協同組合連合会 坂本　はるみ
20170624027 北海道厚生農業協同組合連合会 古屋　弘美
20170624028 北海道厚生農業協同組合連合会 小野　利昌
20170624029 北海道厚生農業協同組合連合会 松井　政三
20170624030 北海道厚生農業協同組合連合会 宮川　光子
20170624031 北海道厚生農業協同組合連合会 小川原　重義
20170624032 北海道厚生農業協同組合連合会 竹内　正樹
20170624033 北海道厚生農業協同組合連合会 伊東　眞琴
20170624034 北海道厚生農業協同組合連合会 坪田　公義
20170624035 北海道厚生農業協同組合連合会 佐藤　由希子
20170624036 北海道厚生農業協同組合連合会 佐々木　亮二
20170624037 北海道厚生農業協同組合連合会 松原　秀幸
20170624038 北海道厚生農業協同組合連合会 渋谷　実
20170624039 北海道厚生農業協同組合連合会 渋谷　京子
20170624040 北海道厚生農業協同組合連合会 山本　友子
20170624041 北海道厚生農業協同組合連合会 吉村　英夫
20170624043 北海道厚生農業協同組合連合会 近藤　淳一
20170624044 北海道厚生農業協同組合連合会 坂本　治三
20170624045 有限会社あさひ薬品 渡辺　敏浩
20170624046 有限会社あさひ薬品 瀬川　正広
20170624047 有限会社あさひ薬品 神納　功一
20170624048 有限会社あさひ薬品 山川　憲司
20170624049 有限会社あさひ薬品 伊藤　聡
20170624050 有限会社あさひ薬品 柳川　司
20170624051 有限会社あさひ薬品 浅倉　勝忠
20170624052 有限会社あさひ薬品 中村　浩一
20170624053 有限会社あさひ薬品 最相　裕亮
20170624054 有限会社あさひ薬品 吉田　直宏
20170624055 有限会社あさひ薬品 浅野　裕喜
20170624056 有限会社あさひ薬品 加藤　千謹
20170624057 有限会社あさひ薬品 品田　真也
20170624058 有限会社あさひ薬品 北沢　修
20170624059 有限会社あさひ薬品 山内　孝幸
20170624060 有限会社あさひ薬品 加藤　康司
20170624061 有限会社あさひ薬品 上村　加寿也
20170624062 有限会社あさひ薬品 久保田　晃平
20170624063 有限会社あさひ薬品 鈴木　貴大
20170624064 株式会社サエグサ薬品 大塚　謙治
20170624065 株式会社サエグサ薬品 小林　康彦



20170624066 株式会社サエグサ薬品 小松雅樹
20170624067 株式会社サエグサ薬品 左高哲也
20170624068 株式会社サエグサ薬品 武永義玄
20170624069 株式会社サエグサ薬品 宮下貴義
20170624070 株式会社サエグサ薬品 大竹肇
20170624071 株式会社サエグサ薬品 岩佐　修平
20170624072 株式会社サエグサ薬品 山下　剛市
20170630001 株式会社広田薬品 小笠原　和敏
20170630002 株式会社広田薬品 吉田　仁
20170630003 株式会社広田薬品 大山　良平
20170630004 株式会社広田薬品 堀部　博和
20170630005 株式会社広田薬品 本間　慎一
20170630006 株式会社広田薬品 田村　哲雄
20170630007 株式会社広田薬品 栁館　周
20170630008 株式会社広田薬品 柳沢　和雄
20170630009 (有)五十嵐薬品商会 石坂　忠久
20170630010 (有)五十嵐薬品商会 羽賀　新
20170630011 (有)五十嵐薬品商会 米谷　和子
20170630012 (有)五十嵐薬品商会 黒滝　隆弘
20170630013 (有)五十嵐薬品商会 三上　清貞
20170630014 (有)五十嵐薬品商会 奈良岡　悟
20170630015 (有)五十嵐薬品商会 桜庭　浩喜
20170630016 (有)五十嵐薬品商会 小山内　彰
20170630017 (有)五十嵐薬品商会 小林　芳生
20170630018 (有)五十嵐薬品商会 佐伯　金清
20170630019 (有)五十嵐薬品商会 中村　繁
20170630020 (有)五十嵐薬品商会 柴田　典彦
20170630021 (有)五十嵐薬品商会 佐藤　昇
20170630022 （株）大心中井薬品 柴谷　光昭
20170630023 （株）大心中井薬品 今田　啓介
20170630024 （株）大心中井薬品 伊藤　尚善
20170630025 （株）大心中井薬品 齊藤　明輝
20170630026 （株）大心中井薬品 扇田　直樹
20170630027 （株）大心中井薬品 奈良　隼斗
20170630028 （株）大心中井薬品 栁谷　誠
20170630029 （株）大心中井薬品 川浪　久男
20170630030 （株）大心中井薬品 前田　道彦
20170630031 （株）大心中井薬品 武田　朋輝
20170630032 （株）大心中井薬品 村川　直樹
20170630033 （株）大心中井薬品 畑中　久
20170630034 （株）大心中井薬品 小川　昭和
20170630035 （株）大心中井薬品 小野　渡
20170630036 （株）大心中井薬品 小澤　久義
20170630037 （株）大心中井薬品 横浜　幸生
20170630038 （株）大心中井薬品 佐藤　丘
20170630039 （株）大心中井薬品 川村　源樹
20170630040 （株）大心中井薬品 木村　和裕
20170630041 （株）大心中井薬品 山口　真一
20170630042 （株）大心中井薬品 葛西　孝允
20170630043 （株）大心中井薬品 三上　将平
20170630044 （株）大心中井薬品 山谷　真史
20170630045 （株）大心中井薬品 久保　朋博
20170630046 （株）大心中井薬品 寺田　豊
20170630047 （株）大心中井薬品 澁谷　誠治
20170630048 （株）大心中井薬品 小松　幸太
20170630049 （株）大心中井薬品 黒川　真裕
20170630050 （株）大心中井薬品 一戸　慶忠
20170630051 （株）大心中井薬品 川浪　史順
20170630052 （株）大心中井薬品 岡　幸樹
20170630053 （株）大心中井薬品 成田　琢也
20170630054 （株）大心中井薬品 仙台　博実
20170630055 （株）大心中井薬品 羽澤　孝志
20170630056 （株）大心中井薬品 伊藤　良昭
20170630057 （株）大心中井薬品 北林　丈樹
20170630058 （株）大心中井薬品 髙橋　修
20170702001 株式会社　大心中井薬品 須永　正勝
20170702002 株式会社　大心中井薬品 東　勲
20170702003 株式会社　大心中井薬品 本波　博昭
20170702004 株式会社　大心中井薬品 田辺　義信



20170702005 株式会社　大心中井薬品 川上　信一
20170702006 株式会社　大心中井薬品 杉山　久織
20170702007 株式会社　大心中井薬品 中屋　健
20170702008 株式会社　大心中井薬品 平尾　昭彦
20170702009 株式会社　株式会社広田薬品 佐々木　浩
20170702010 株式会社　株式会社広田薬品 玉澤　政美
20170702011 株式会社　株式会社広田薬品 島守　義美
20170702012 株式会社　株式会社広田薬品 藤林　昭人
20170702013 株式会社　株式会社広田薬品 岡田　直洋
20170702014 株式会社　前田薬品 前田　進
20170702015 株式会社　前田薬品 相内　宏美
20170702016 株式会社　前田薬品 佐々木　敏夫
20170702017 株式会社　前田薬品 菊池　秋雄
20170702018 株式会社　前田薬品 兼平　昭
20170702019 株式会社　前田薬品 前田　剛志
20170702020 株式会社　前田薬品 軒　八十美
20170702021 株式会社　　大西薬品 大西　勉
20170702022 株式会社　　大西薬品 大西　洋己
20170702023 株式会社　　大西薬品 大西　啓太
20170702024 株式会社　　大西薬品 関川　陽介
20170702025 奥井薬品　有限会社 佐藤　孝雄
20170702026 奥井薬品　有限会社 丸谷　博之
20170702027 奥井薬品　有限会社 秋山　芳徳
20170702028 奥井薬品　有限会社 奥井　幸治
20170702029 奥井薬品　有限会社 工藤　寛
20170702030 奥井薬品　有限会社 奥井　義則
20170702031 奥井薬品　有限会社 久保沢　明
20170702032 奥井薬品　有限会社 米田　浩
20170702033 奥井薬品　有限会社 菅原　敏夫
20170702034 奥井薬品　有限会社 宮澤　好廣
20170702035 押上　明芳 押上　明芳
20170702036 中居　美行 中居　美行
20170702037 加賀沢　博之 加賀沢　博之
20170702038 ㈲佐々木薬品 佐々木　一憲
20170708001 アスカ薬品 赤石　範夫
20170708002 アスカ薬品 岡本　一貴
20170708003 サエグサ薬品 橋本　高志
20170708004 サエグサ薬品 山下　裕太
20170708005 サエグサ薬品 中田　真史
20170708006 サエグサ薬品 藤本　潤也
20170708007 サエグサ薬品 鈴木　隆夫
20170708008 サエグサ薬品 三田村　貴大
20170708009 サエグサ薬品 長田　慎司
20170708010 サエグサ薬品 滝沢　弘則
20170708011 サエグサ薬品 尾野　翔平
20170708012 サエグサ薬品 丸亀　順幸
20170708013 三枝薬房 関　慎之介
20170708014 三枝薬房 風間　修平
20170708015 三枝薬房 遠藤　悠太
20170708016 三枝薬房 梅田　武士
20170708017 三枝薬房 薄田　眞義
20170708018 三枝薬房 伊勢谷　豊
20170708019 三枝薬房 内藤　陽一
20170708020 三枝薬房 矢口　義孝
20170708021 三枝薬房 上林　清
20170708022 三枝薬房 水島　信夫
20170708023 神戸薬品 神戸　英美
20170708024 サエグサ薬品 鈴木　利行
20170708025 サエグサ薬品 向井　広大
20170708026 サエグサ薬品 猪野　 亘
20170708027 サエグサ薬品 金谷　康平
20170708028 田宮薬品 伊藤　友也
20170708029 アスカ薬品 鳥井　政義
20170708030 アスカ薬品 中里　将樹
20170708031 アスカ薬品 佐藤　直生
20170708032 北海道厚生農業協同組合連合会 荒井　恵美子
20170708033 北海道厚生農業協同組合連合会 大村　葉子
20170708034 北海道厚生農業協同組合連合会 芝　克洋
20170708035 北海道厚生農業協同組合連合会 堀　美貴子



20170708036 三枝薬房 鈴木　流行
20170708037 三枝薬房 富樫　友樹
20170708038 三枝薬房 秋田　智直
20170708039 三枝薬房 大島　康祐
20170708040 三枝薬房 藤田　竜一郎
20170708041 三枝薬房 佐々木　祐輔
20170708042 三枝薬房 岡田　建巳
20170708043 三枝薬房 西村　淳志
20170708044 三枝薬房 眞田　芳彦
20170708045 三枝薬房 鷲沢　浩実
20170708046 三枝薬房 清水川　英人
20170708047 三枝薬房 三枝　勇一郎
20170708048 サエグサ薬品 浅妻　文彦
20170708049 サエグサ薬品 鈴木真也
20170708050 サエグサ薬品 川本　義雄
20170708051 サエグサ薬品 中村彰宏
20170708052 サエグサ薬品 羽深　宣人
20170708053 サエグサ薬品 鳥居　悠介
20170708054 サエグサ薬品 早瀬　良太
20170708055 サエグサ薬品 佐々木　陽輔
20170708056 サエグサ薬品 三枝　正樹
20170708057 北海道厚生農業協同組合連合会 澤田　雅弘
20170714001 ㈱三和薬品 畑岸　真太郎
20170714002 ㈱三和薬品 箱崎　聡
20170714003 ㈱三和薬品 田渕　英人
20170714004 ㈱三和薬品 池田　典生
20170714005 ㈱三和薬品 久木田　要
20170714006 ㈱三和薬品 藤井　民也
20170714007 ㈱三和薬品 丸尾　武義
20170714008 ㈱三和薬品 佐藤　潤一
20170714009 ㈱三和薬品 花岡　秀郎
20170714010 ㈱三和薬品 小林　猛虎
20170714011 ㈱三和薬品 井上　和也
20170714012 ㈱イワセ薬品 小林　真希子
20170714013 ㈱イワセ薬品 会田　恵介
20170714014 ㈱イワセ薬品 竹内　淳
20170714015 ㈱イワセ薬品 佐藤　翔太
20170714017 ㈱イワセ薬品 齋藤　 厚
20170714018 ㈱イワセ薬品 鈴木　史郎
20170714019 ㈱イワセ薬品 岩瀬　幸子
20170714020 ㈱イワセ薬品 石川　俊介
20170714021 ㈱イワセ薬品 工藤　哲士
20170714022 ㈱イワセ薬品 藤井　茂
20170714023 ㈱イワセ薬品 南雲　光郎
20170714024 ㈱イワセ薬品 清水　憲一
20170714025 ㈱イワセ薬品 島﨑　都志子
20170714026 ㈱イワセ薬品 岩瀬　修一
20170714027 タケウチ共栄薬品(有) 竹内　貢
20170714028 タケウチ共栄薬品(有) 竹内　令
20170714029 タケウチ共栄薬品(有) 竹内　智子
20170714030 タケウチ共栄薬品(有) 正野　真人
20170714031 ㈱キョーエイ 丸山　邦夫
20170714032 竹内　昌子
20170722001 共立薬品 桑山　淳
20170722002 共立薬品 蛭田　一郎
20170722003 共立薬品 吉田　実
20170722004 共立薬品 紙谷　嘉之
20170722005 共立薬品 野口　哲男
20170722006 共立薬品 中村　浩
20170722008 共立薬品 井上　淳
20170722009 共立薬品 上木　光男
20170722016 北海道厚生農業協同組合連合会 日置　弘
20170722017 北海道厚生農業協同組合連合会 佐々木　秋男
20170722018 北海道厚生農業協同組合連合会 向井　憲一
20170722019 北海道厚生農業協同組合連合会 澤田　弘幸
20170722020 北海道厚生農業協同組合連合会 岩崎　洋一
20170722021 北海道厚生農業協同組合連合会 宮越　勇治
20170722022 北海道厚生農業協同組合連合会 田島　久美子
20170722023 北海道厚生農業協同組合連合会 遠藤　晴世



20170722024 北海道厚生農業協同組合連合会 濱田　由美子
20170722025 北海道厚生農業協同組合連合会 村上　ひとみ
20170722026 北海道厚生農業協同組合連合会 佐藤　節子
20170722027 北海道厚生農業協同組合連合会 髙久　ともえ
20170722028 北海道厚生農業協同組合連合会 武部　康代
20170722029 北海道厚生農業協同組合連合会 倉　八重子
20170722030 北海道厚生農業協同組合連合会 生枝　利恵
20170722031 北海道厚生農業協同組合連合会 三浦　眞希子
20170722032 北海道厚生農業協同組合連合会 新屋　祐子
20170722033 北海道厚生農業協同組合連合会 佐藤　康子
20170722034 北海道厚生農業協同組合連合会 武岡　奈々美
20170722035 北海道厚生農業協同組合連合会 堀　美鈴
20170722036 北海道厚生農業協同組合連合会 川口　太郎
20170722037 北海道厚生農業協同組合連合会 高橋裕美子
20170729001 山本薬品 山本　啓文
20170729002 北海道厚生農業協同組合連合会 中山　茂樹
20170729003 北海道厚生農業協同組合連合会 武下　幹男
20170729004 北海道厚生農業協同組合連合会 南部　幸子
20170729005 北海道厚生農業協同組合連合会 堀田　信男
20170729006 北海道厚生農業協同組合連合会 片山　修子
20170729007 北海道厚生農業協同組合連合会 武田　輝久
20170729008 北海道厚生農業協同組合連合会 佐藤　豊治
20170729009 北海道厚生農業協同組合連合会 服部　千春
20170729010 北海道厚生農業協同組合連合会 上野　恭嗣
20170729011 北海道厚生農業協同組合連合会 谷田　将信
20170729012 北海道厚生農業協同組合連合会 福永　陽子
20170729013 北海道厚生農業協同組合連合会 東出　敏緒
20170729014 北海道厚生農業協同組合連合会 目黒　久美子
20170729015 北海道厚生農業協同組合連合会 盛田　賢
20170729016 石割プロダクション 石割　宗仁
20170729017 石井薬房 野坂　秀樹
20170729018 石井薬房 鈴木　章友
20170729020 石井薬房 菅原　学
20170729021 石井薬房 安保　一弘
20170729022 石井薬房 小林　万晃
20170729023 石井薬房 石井　昌宏
20170729024 石井薬房 石井　ふみよ
20170729025 サエグサ薬品 本田泰隆
20170729026 サエグサ薬品 佐久間一宏
20170729027 サエグサ薬品 山田尚弘
20170729028 サエグサ薬品 池田憲敏
20170729029 サエグサ薬品 笹嶋秀彦
20170729030 サエグサ薬品 田口学
20170729031 サエグサ薬品 黒嶋信彦
20170729032 サエグサ薬品 関川　純
20170729033 サエグサ薬品 伊藤公一
20170729034 サエグサ薬品 矢野良和
20170729037 五十嵐薬品 五十嵐隆志　
20170805001 北海道厚生農業協同組合連合会 竹内　知康
20170805002 北海道厚生農業協同組合連合会 川村　英夫
20170805003 北海道厚生農業協同組合連合会 小谷　雅利
20170805004 北海道厚生農業協同組合連合会 高木　秋義
20170805005 北海道厚生農業協同組合連合会 鈴木　律夫
20170805006 北海道厚生農業協同組合連合会 平尾　至
20170805007 サエグサ薬品 鈴木啓規
20170805008 サエグサ薬品 佐々木　拓
20170805009 サエグサ薬品 栗森　竜司
20170805010 サエグサ薬品 若原　浩市
20170805011 サエグサ薬品 小笠原　雄樹
20170805012 サエグサ薬品 前川　智
20170805013 エリーゼ薬品㈱ 大和田　匠
20170921001 （有）みゆき薬品 井上　 育雄
20170921002 米田薬品商会 米田　 茂
20170921003 辻井産業株式会社 辻井　 康爾
20170921004 辻井産業株式会社 藤田　 眞一
20170921005 辻井産業株式会社 三俣　 樹治 
20170921006 辻井産業株式会社 浮田　 善博
20170921007 喜田牛黄宝印堂 喜田　千佳子
20170921008 ハシモト薬品



20170921009 天美漢方堂 野口　義昭
20170921101 やまそ薬品 井本　  博之
20170921102 フタバ薬品 下津　  正通
20170921103 さわやか薬品 河井　誠一
20170921104 日生薬品株式会社 小穴　  靖史
20170921105 日生薬品株式会社 津田　  恭央
20170921106 日生薬品株式会社 西川　  浩史
20170921108 日生薬品株式会社 山本　　憲作
20170921109 日生薬品株式会社 平野　　隆志
20171022001 株式会社サエグサ薬品 北原　謙慈
20171022002 株式会社サエグサ薬品 村富　勝大
20171022003 株式会社サエグサ薬品 加藤　亮
20171022004 株式会社サエグサ薬品 廣瀬　健太
20171022005 株式会社サエグサ薬品 波毛　祐樹
20171022006 株式会社サエグサ薬品 内田　雅博
20171022007 株式会社サエグサ薬品 坂本　真一
20171022008 株式会社サエグサ薬品 播磨　広文
20171022009 株式会社サエグサ薬品 前田　和俊
20171022010 株式会社サエグサ薬品 渡邉　禎裕
20171022011 株式会社サエグサ薬品 銘苅　達也
20171022012 株式会社サエグサ薬品 渡邉　喜則
20171022013 株式会社サエグサ薬品 友成　篤敬
20171022014 株式会社サエグサ薬品 兼子　文人
20171022015 株式会社サエグサ薬品 工藤　晃三
20171022016 株式会社サエグサ薬品 若林　直人
20171022017 株式会社サエグサ薬品 山尾　太郎
20171022018 株式会社サエグサ薬品 西　哲宏
20171022019 株式会社サエグサ薬品 萬　弘臣
20171022020 株式会社サエグサ薬品 宮元　竣治
20171022021 株式会社サエグサ薬品 明石　彬信
20171022022 株式会社サエグサ薬品 竹田　晃一
20171022023 株式会社サエグサ薬品 重松　佑輔
20171022024 株式会社サエグサ薬品 高比良　祐輔
20171022025 株式会社サエグサ薬品 三枝　篤史
20171022026 株式会社サエグサ薬品 浦中　銀次
20171022027 株式会社サエグサ薬品 古賀　正人
20171022028 株式会社サエグサ薬品 田中　節
20171022029 株式会社サエグサ薬品 三宮　悠史

20170520　001 株式会社共栄薬品 寺口力
20170520　001 株式会社共栄薬品 寺口力
20170520　002 株式会社共栄薬品 酒井克志
20170520　002 株式会社共栄薬品 酒井克志
20170520　003 株式会社共栄薬品 伊藤彰
20170520　003 株式会社共栄薬品 伊藤彰
20170520　004 株式会社共栄薬品 小野祐樹
20170520　004 株式会社共栄薬品 小野祐樹
20170520　005 株式会社共栄薬品 柴田敏幸
20170520　005 株式会社共栄薬品 柴田敏幸
20170520　006 株式会社共栄薬品 川村武晴
20170520　006 株式会社共栄薬品 川村武晴
20170520　007 株式会社共栄薬品 田中敏一
20170520　007 株式会社共栄薬品 田中敏一
20170520　008 株式会社共栄薬品 千葉泰希
20170520　008 株式会社共栄薬品 千葉泰希
20170520　009 株式会社共栄薬品 村井保弘
20170520　009 株式会社共栄薬品 村井保弘
20170520　010 株式会社共栄薬品 齋藤善孝
20170520　010 株式会社共栄薬品 齋藤善孝
20170520　011 株式会社共栄薬品 大浦寛
20170520　011 株式会社共栄薬品 大浦寛
20170520　012 株式会社共栄薬品 西方敏之
20170520　012 株式会社共栄薬品 西方敏之
20170520　013 株式会社共栄薬品 酒井啓充
20170520　013 株式会社共栄薬品 酒井啓充
20170520　014 株式会社共栄薬品 村野竜也
20170520　014 株式会社共栄薬品 村野竜也
20170520　015 株式会社共栄薬品 酒井克幸
20170520　015 株式会社共栄薬品 酒井克幸
20170520　016 株式会社共栄薬品 齋藤勉



20170520　016 株式会社共栄薬品 齋藤勉
20170520　017 株式会社共栄薬品 熊林利美
20170520　017 株式会社共栄薬品 熊林利美
20170520　018 株式会社共栄薬品 熊谷寿
20170520　019 株式会社共栄薬品 志田進
20170520　019 株式会社共栄薬品 志田進
20170520　020 株式会社共栄薬品 佐藤智幸
20170520　020 株式会社共栄薬品 佐藤智幸
20170520　021 株式会社共栄薬品 齋藤陽介
20170520　022 株式会社共栄薬品 田村謙治
20170520　023 株式会社共栄薬品 佐々木文則
20170520　024 株式会社共栄薬品 木下博文
20170520　024 株式会社共栄薬品 木下博文
20170520　025 株式会社共栄薬品 杉田光弘
20170520　025 株式会社共栄薬品 杉田光弘
20170520　026 株式会社共栄薬品 田中英樹
20170520　026 株式会社共栄薬品 田中英樹
20170520　101 株式会社広田薬品 髙見　幸江
20170520　102 株式会社広田薬品 髙見　侑生
20170520　103 株式会社広田薬品 竹澤　伸司
20170520　104 株式会社広田薬品 川村　博
20170520　105 株式会社広田薬品 佐藤　祐治
20170520　106 株式会社広田薬品 鈴木　宏一
20170520　107 株式会社広田薬品 岩渕　勇紀
20170520　108 株式会社広田薬品 伊藤　英雄
20170520　109 株式会社広田薬品 岡田　直洋
20170520　111 株式会社広田薬品 遠藤　誉
20170520　112 株式会社広田薬品 小山　順一
20170520　113 株式会社広田薬品 佐藤　秀太
20170520　114 株式会社広田薬品 松原　宏邦
20170520　115 株式会社広田薬品 辻嶋　和樹
20170520　116 株式会社広田薬品 佐藤　孝一
20170520　117 株式会社広田薬品 石川　真一
20170520　118 株式会社広田薬品 鈴木　正彦


