
薬局名 氏名 時間

1日 土 桃太郎薬局 山田　忠寿 18-21

中日調剤薬局桃花台店 三浦　由香里
しのぎ調剤薬局 渡辺　高広
じん薬局 北澤　雄一 17-21

3日 月 ハーブ調剤薬局 所　　崇
4日 火 （有）きんとき堂薬局 井上　成人
5日 水 青空薬局 大脇　幸治
6日 木 みゆきファーマシー 村上　幸隆
7日 金 K会員 村瀬　大俊
8日 土 らいおん薬局 中垣 幸男 18-21

ハロ－薬局(春日井東野店) 服部　司
しのぎ調剤薬局 宮本　大輔
みどり薬局大手店 梅田　孝 17-21

10日 月 じん薬局 加藤　仁
11日 火 K会員 姜　在順
12日 水 みゆきファーマシー 伊藤　かおり
13日 木 出川薬局 篠原　康一
14日 金 タカダファーマシー 高田　彰次
15日 土 K会員 市野　裕巳 18-21

ひまわり調剤薬局（市民病院東） 丸山　仁美
K会員 松原　久美子
オーツカ薬局 大塚　俊行 17-21

アイセイ薬局松河戸店 林　　きよみ
コスモス調剤薬局 春見店 長尾　紳司
みゆきファーマシー 高橋　寿弥 17-21

18日 火 トミマス薬局 冨田　博樹
19日 水 エンゼル薬局 伊藤　雅毅
20日 木 なすび調剤薬局 見上　裕士
21日 金 ハロー薬局(春日井西店) 桒原　圭祐
22日 土 らいおん薬局 廣瀬　英明 18-21

みどり薬局大手店 瀬尾　賢司
ハーブ調剤薬局 村瀬　健太郎
みゆきファ-マシー 前川　公子 17-21

24日 月 勝川薬局(朝宮店) 松浦  隆
25日 火 K会員 市原　敬大
26日 水 K会員 佐藤　亮
27日 木 中新調剤薬局 湯浅　敬温
28日 金 みゆきファーマシー 近藤　良輔
29日 土 ハロー薬局(春日井北店) 井本　圭亮 18-21

そよ風薬局 鈴木　悦美
あさひが丘薬局勝川店 牛田　誠
じん薬局 松岡　武徳 17-21

31日 月 ㈲アサヒ薬局 加藤　三郎 21-23:30
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薬局名 氏名 時間

1日 火 みゆきファーマシー 高橋　寿弥
2日 水 六神堂薬局 加藤　幸久
3日 木 ハロー薬局(春日井北店) 高廣　誠司
4日 金 アイセイ薬局かえで店 酒井　貴志
5日 土 （有）きんとき堂薬局 井上　成人 18-21

ハーブ調剤薬局 所　　崇
みどり薬局大手店 梅田　孝
みゆきファ-マシー 前川　公子 17-21

7日 月 しのぎ調剤薬局 宮本　大輔
8日 火 わかくさ薬局 川瀬　治之
9日 水 さかした調剤薬局 武藤　和豊
10日 木 ハーブ調剤薬局 金　兌勝

K会員 市野　裕巳
こころ調剤薬局 伊藤　和義
じん薬局 加藤　仁 17-21

12日 土 タカダファーマシー 高田　彰次 18-21

みゆきファーマシー 村上　幸隆
K会員 高橋　綾
K会員 松原　久美子 17-21

14日 月 アイセイ薬局ネオポリス店 田中　茂
15日 火 青空薬局 塚本　知男
16日 水 リエゾン調剤薬局 安井　真一郎
17日 木 アサヒ薬局春日井店 大平　知子
18日 金 K会員 姜　在順
19日 土 みどり薬局大手店 瀬尾　賢司 18-21

みゆきファーマシー 伊藤　かおり
出川薬局 篠原　康一
エンゼル薬局 伊藤　雅毅 17-21

21日 月 じん薬局 北澤　雄一
22日 火 いずみ薬局(春日井店) 江川　有香子
23日 水 ハロ－薬局(春日井東野店) 廣瀬　知子
24日 木 勝川薬局(朝宮店) 松浦  隆
25日 金 トミマス薬局 冨田　博樹
26日 土 おおぞら薬局 春原　秀臣 18-21

ハ－ブ薬局 熊谷理恵子
K会員 村瀬　大俊
みゆきファーマシー 近藤　良輔 17-21

28日 月 じん薬局 松岡　武徳
29日 火 らいおん薬局 廣瀬　英明
30日 水 のぞみ調剤薬局 濱田　真紀
31日 木 オーツカ薬局 大塚　俊行
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薬局名 氏名 時間

1日 金 しのぎ調剤薬局 渡辺　高広 21-23:30

2日 土 みゆきファーマシー 高橋　寿弥 18-21

じん薬局 北澤　雄一
タカダファーマシー 高田　彰次
みどり薬局大手店 梅田　孝 17-21

4日 月 ハーブ調剤薬局 所　　崇
5日 火 六神堂薬局 加藤　幸久
6日 水 アイセイ薬局松河戸店 林　　きよみ
7日 木 ハロ－薬局(春日井東野店) 服部　司
8日 金 みゆきファーマシー 村上　幸隆
9日 土 コスモス調剤薬局 春見店 長尾　紳司 18-21

中日調剤薬局勝川新町店 小池　正
藤山台薬局 中野　啓以子
トミマス薬局 冨田　博樹 17-21

11日 月 じん薬局 加藤　仁
12日 火 オーツカ薬局 大塚　俊行
13日 水 あさひが丘薬局勝川店 牛田　誠
14日 木 清祥薬局 杉岡　優子
15日 金 ハーブ調剤薬局 村瀬　健太郎
16日 土 K会員 市野　裕巳 18-21

みゆきファ-マシー 前川　公子
K会員 市原　敬大
みどり薬局大手店 瀬尾　賢司 17-21

K会員 佐藤　亮
らいおん薬局 廣瀬　英明
じん薬局 松岡　武徳 17-21

19日 火 ハロー薬局(春日井西店) 桒原　圭祐
20日 水 出川薬局 篠原　康一
21日 木 みゆきファーマシー 伊藤　かおり
22日 金 勝川薬局(朝宮店) 松浦  隆

しのぎ調剤薬局 宮本　大輔
エンゼル薬局 伊藤　雅毅
中日調剤薬局桃花台店 三浦　由香里 17-21

なすび調剤薬局 見上　裕士
あさひが丘薬局勝川店 牛田　祥太
K会員 松原　久美子 17-21

25日 月 市民薬局ミドリ 山崎　由加里
26日 火 中新調剤薬局 湯浅　敬温
27日 水 みゆきファーマシー 近藤　良輔
28日 木 （有）きんとき堂薬局 井上　成人
29日 金 そよ風薬局 鈴木　悦美
30日 土 ㈲アサヒ薬局 加藤　三郎 18-21
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薬局名 氏名 時間

オーツカ薬局 大塚　俊行
ひまわり調剤薬局（市民病院東） 丸山　仁美
みどり薬局大手店 梅田　孝 17-21

2日 月 ハロー薬局(春日井北店) 高廣　誠司
3日 火 アイセイ薬局かえで店 酒井　貴志
4日 水 高橋　寿弥
5日 木 中日調剤薬局勝川新町店 小池　正
6日 金 タカダファーマシー 高田　彰次
7日 土 桃太郎薬局 山田　忠寿 18-21

出川薬局 篠原　康一
トミマス薬局 冨田　博樹
ハーブ調剤薬局 所　　崇 17-21

じん薬局 加藤　仁
わかくさ薬局 川瀬　治之
みゆきファ-マシー 前川　公子 17-21

10日 火 こころ調剤薬局 伊藤　和義
11日 水 青空薬局 大脇　幸治
12日 木 ハロ－薬局(春日井東野店) 廣瀬　知子
13日 金 勝川薬局(朝宮店) 松浦  隆
14日 土 K会員 市野　裕巳 18-21

みどり薬局大手店 瀬尾　賢司
藤山台薬局 中野　啓以子
みゆきファーマシー 伊藤　かおり 17-21

16日 月 じん薬局 北澤　雄一
17日 火 しのぎ調剤薬局 宮本　大輔
18日 水 アイセイ薬局ネオポリス店 田中　茂
19日 木 らいおん薬局 廣瀬　英明
20日 金 のぞみ調剤薬局 濱田　真紀
21日 土 K会員 松原　久美子 18-21

（有）きんとき堂薬局 井上　成人
市民薬局ミドリ 山崎　由加里
みゆきファーマシー 村上　幸隆 17-21

23日 月 じん薬局 松岡　武徳
24日 火 ハロー薬局(春日井北店) 井本　圭亮
25日 水 ハ－ブ薬局 熊谷理恵子
26日 木 エンゼル薬局 伊藤　雅毅
27日 金 リエゾン調剤薬局 安井　真一郎
28日 土 らいおん薬局 中垣 幸男 18-21

みゆきファーマシー 近藤　良輔
あさひが丘薬局勝川店 牛田　祥太
そよ風薬局 鈴木　悦美 17-21

30日 月 K会員 高橋　綾
31日 火 いずみ薬局(春日井店) 江川　有香子
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薬局名 氏名 時間

1日 水 さかした調剤薬局 武藤　和豊 21-23:30

2日 木 K会員 村瀬　大俊 21-23:30

みゆきファ-マシー 前川　公子
おおぞら薬局 春原　秀臣
中日調剤薬局勝川新町店 小池　正 17-21

4日 土 こころ調剤薬局 伊藤　和義 18-21

じん薬局 松岡　武徳
みどり薬局大手店 梅田　孝
ハロ－薬局(春日井東野店) 服部　司 17-21

6日 月 中新調剤薬局 湯浅　敬温
7日 火 しのぎ調剤薬局 宮本　大輔
8日 水 アイセイ薬局松河戸店 林　　きよみ
9日 木 勝川薬局(朝宮店) 松浦  隆
10日 金 みゆきファーマシー 村上　幸隆
11日 土 市民薬局ミドリ 山崎　由加里 18-21

オーツカ薬局 大塚　俊行
エンゼル薬局 伊藤　雅毅
じん薬局 北澤　雄一 17-21

13日 月 （有）きんとき堂薬局 井上　成人
14日 火 K会員 市原　敬大
15日 水 ハーブ調剤薬局 所　　崇
16日 木 みゆきファーマシー 伊藤　かおり
17日 金 出川薬局 篠原　康一
18日 土 K会員 松原　久美子 18-21

らいおん薬局 廣瀬　英明
六神堂薬局 加藤　幸久
なすび調剤薬局 見上　裕士 17-21

20日 月 じん薬局 加藤　仁
21日 火 あさひが丘薬局勝川店 牛田　誠
22日 水 K会員 佐藤　亮

みゆきファーマシー 高橋　寿弥
タカダファーマシー 高田　彰次
ハーブ調剤薬局 村瀬　健太郎 17-21

24日 金 わかくさ薬局 川瀬　治之 21-23:30

25日 土 みどり薬局大手店 瀬尾　賢司 18-21

トミマス薬局 冨田　博樹
ひまわり調剤薬局（市民病院東） 丸山　仁美
K会員 市野　裕巳 17-21

27日 月 ハロー薬局(春日井西店) 桒原　圭祐
28日 火 みゆきファーマシー 近藤　良輔
29日 水 コスモス調剤薬局 春見店 長尾　紳司
30日 木 アサヒ薬局春日井店 大平　知子
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薬局名 氏名 時間

1日 金 アイセイ薬局かえで店 酒井　貴志 21-23:30

2日 土 みどり薬局大手店 梅田　孝 18-21

おおぞら薬局 春原　秀臣
K会員 姜　在順
みゆきファ-マシー 前川　公子 17-21

4日 月 らいおん薬局 廣瀬　英明
5日 火 ハロー薬局(春日井北店) 高廣　誠司
6日 水 しのぎ調剤薬局 渡辺　高広
7日 木 オーツカ薬局 大塚　俊行
8日 金 トミマス薬局 冨田　博樹
9日 土 ハ－ブ薬局 熊谷理恵子 18-21

みゆきファーマシー 近藤　良輔
K会員 松原　久美子
じん薬局 加藤　仁 17-21

11日 月 アイセイ薬局ネオポリス店 田中　茂
12日 火 勝川薬局(朝宮店) 松浦  隆
13日 水 中日調剤薬局桃花台店 三浦　由香里
14日 木 ハロー薬局(春日井北店) 井本　圭亮
15日 金 タカダファーマシー 高田　彰次
16日 土 みどり薬局大手店 瀬尾　賢司 18-21

K会員 市野　裕巳
しのぎ調剤薬局 宮本　大輔
みゆきファーマシー 伊藤　かおり 17-21

18日 月 じん薬局 北澤　雄一
19日 火 K会員 高橋　綾
20日 水 リエゾン調剤薬局 安井　真一郎
21日 木 清祥薬局 杉岡　優子
22日 金 ハロ－薬局(春日井東野店) 廣瀬　知子

出川薬局 篠原　康一
藤山台薬局 中野　啓以子
みゆきファーマシー 村上　幸隆 17-21

あさひが丘薬局勝川店 牛田　祥太
（有）きんとき堂薬局 井上　成人
ハーブ調剤薬局 所　　崇 17-21

25日 月 じん薬局 松岡　武徳
26日 火 ㈲アサヒ薬局 加藤　三郎
27日 水 のぞみ調剤薬局 濱田　真紀
28日 木 エンゼル薬局 伊藤　雅毅
29日 金 みゆきファーマシー 高橋　寿弥
30日 土

31日 日

1/4は2名 必要人数
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12/30～1/3 年末年始体制　後日募集します


