[佐賀県]
[平成30年10月 1日現在

薬局]

届出受理医療機関名簿

平成30年10月 1日作成

1 頁

医療機関所在地
項番

医療機関番号

医療機関名称

病床数

受理番号

算定開始年月日

備 考

電話番号(ＦＡＸ番号)

1 01,4058,5
佐薬58

三共薬局

〒840‑0012
（調基１）第468号
平成28年 4月 1日
佐賀市北川副町大字光法１２１９
番地７
0952‑25‑1448
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
2 01,4122,9
西堀端薬局
〒840‑0042
（調基１）第191号
平成28年 4月 1日
佐薬122
佐賀市赤松町１番９号
（か薬）第261号
平成28年 4月 1日
0952‑24‑0988 (0952‑24‑0988)
（在薬）第304号
平成14年 5月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
3 01,4166,6
久保薬局木原店
〒840‑0015
（調基２）第13号
平成30年 4月 1日
佐薬166
佐賀市木原二丁目２３番７号
（後発調１）第62号
平成30年 4月 1日
0952‑24‑2233
（在調）第104号
平成30年 2月 1日
（か薬）第181号
平成28年 4月 1日
（在薬）第126号
平成 9年 5月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
4 01,4173,2
有限会社 兵庫調剤薬 〒849‑0912
（調基１）第40号
平成28年 4月 1日
佐薬173
局
佐賀市兵庫町大字瓦町９６８番地
（後発調２）第3号
平成30年 4月 1日
２
（か薬）第340号
平成28年 9月 1日
0952‑29‑1079
（在薬）第3号
平成 7年 2月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
5 01,4186,4
養正会薬局
〒849‑0937
（調基１）第101号
平成28年 4月 1日
佐薬186
佐賀市鍋島４丁目１番６号
（地支体）第129号
平成30年 4月 1日
0952‑30‑2694
（在調）第114号
平成30年 4月 1日
（か薬）第31号
平成28年 4月 1日
（在薬）第127号
平成 9年 5月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
6 01,4196,3
有限会社 福島薬局 〒840‑0831
（調基１）第14号
平成28年 4月 1日
佐薬196
佐賀市松原４丁目７番１４号
（後発調３）第124号
平成30年 7月 1日
0952‑23‑3623
（在薬）第364号
平成14年 8月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
7 01,4203,7
久保薬局中町店
〒840‑0826
（調基１）第102号
平成28年 4月 1日
佐薬203
佐賀市白山１丁目５番２３号
（地支体）第171号
平成30年10月 1日
0952‑26‑2817 (0952‑28‑0802)
（か薬）第416号
平成30年 8月 1日
（在薬）第128号
平成 9年 5月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
8 01,4208,6
八幡小路薬局
〒840‑0834
（調基１）第100号
平成28年 4月 1日
佐薬208
佐賀市八幡小路６番１２号
（後発調２）第41号
平成30年 4月 1日
0952‑29‑2903 (0952‑29‑2903)
（在薬）第306号
平成14年 5月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
9 01,4212,8
いけだ薬局北部店
〒849‑0916
（調基１）第192号
平成28年 4月 1日
佐薬212
佐賀市高木瀬町大字東高木２４３
（か薬）第262号
平成28年 4月 1日
番地２
（在薬）第376号
平成15年 3月 1日
0952‑32‑0737 (0952‑32‑0788)
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

[佐賀県]
[平成30年10月 1日現在

届出受理医療機関名簿

薬局]

平成30年10月 1日作成

2 頁

医療機関所在地
項番

医療機関番号

医療機関名称

病床数

受理番号

算定開始年月日

備 考

電話番号(ＦＡＸ番号)

10 01,4221,9
佐薬221

神代薬局

本庄店

〒840‑0027
（調基２）第7号
平成30年 4月 1日
佐賀市本庄町大字本庄８８８番地
（在調）第93号
平成29年 7月 1日
８
（か薬）第32号
平成28年 4月 1日
0952‑23‑2577 (0952‑60‑5344)
（在薬）第425号
平成16年10月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
11 01,4233,4
栄城薬局
〒840‑0041
（調基１）第193号
平成28年 4月 1日
佐薬233
佐賀市城内２丁目２番６０号
（か薬）第33号
平成28年 4月 1日
0952‑24‑7819 (0952‑24‑0129)
（在薬）第30号
平成 7年 3月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
12 01,4241,7
株式会社 愛敬薬局高 〒840‑0822
（調基１）第8号
平成28年 4月 1日
佐薬241
木町支店
佐賀市高木町５番１２号
（後発調３）第77号
平成30年 4月 1日
0952‑26‑5793 (0952‑26‑5792)
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
13 01,4254,0
株式会社 愛敬薬局松 〒840‑0831
（調基１）第7号
平成28年 4月 1日
佐薬254
原支店
佐賀市松原４丁目３番９号
（後発調１）第118号
平成30年 6月 1日
0952‑23‑4193
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
14 01,4256,5
有限会社 伊勢薬局 〒840‑0844
（調基１）第103号
平成28年 4月 1日
佐薬256
佐賀市伊勢町１番８号
（地支体）第48号
平成30年10月 1日
0952‑22‑2897
（在調）第89号
平成29年 3月 1日
（か薬）第34号
平成28年 4月 1日
（在薬）第307号
平成14年 5月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
15 01,4257,3
有限会社 伊勢薬局神 〒840‑0806
（調基１）第104号
平成28年 4月 1日
佐薬257
野店
佐賀市神園２丁目７番３号
（地支体）第49号
平成30年10月 1日
0952‑31‑9567
（後発調１）第63号
平成30年 4月 1日
（在調）第1号
平成24年 4月 1日
（か薬）第35号
平成28年 4月 1日
（在薬）第308号
平成14年 5月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
16 01,4258,1
やまぐち薬局 どん３ 〒840‑0842
（調基１）第194号
平成28年 4月 1日
佐薬258
の森南店
佐賀市多布施２丁目６番２２号
（地支体）第164号
平成30年 9月 1日
0952‑29‑5899
（後発調３）第52号
平成30年 4月 1日
（か薬）第36号
平成28年 4月 1日
（在薬）第505号
平成20年 4月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
17 01,4260,7
昭栄調剤薬局
〒840‑0853
（調基１）第195号
平成28年 4月 1日
佐薬260
佐賀市長瀬町７番２６号
（地支体）第28号
平成30年10月 1日
0952‑29‑6606 (0952‑29‑1125)
（か薬）第182号
平成28年 4月 1日
（在薬）第309号
平成14年 5月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
18 01,4263,1
有限会社 南佐賀調剤 〒840‑0016
（調基１）第105号
平成28年 4月 1日
佐薬263
薬局
佐賀市南佐賀二丁目１番１５号
（後発調３）第26号
平成30年 4月 1日
0952‑29‑4655 (0952‑29‑4655)
（在薬）第310号
平成14年 5月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

[佐賀県]
[平成30年10月 1日現在

薬局]

届出受理医療機関名簿

平成30年10月 1日作成

3 頁

医療機関所在地
項番

医療機関番号

医療機関名称

病床数

受理番号

算定開始年月日

備 考

電話番号(ＦＡＸ番号)

19 01,4264,9
佐薬264

久保薬局中の小路店

〒840‑0833
佐賀市中の小路７番１６号
0952‑24‑2882 (0952‑24‑4503)

（調基１）第94号
平成28年 4月 1日
（地支体）第58号
平成30年 4月 1日
（か薬）第389号
平成29年10月 1日
（在薬）第130号
平成 9年 5月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
20 01,4268,0
シンセイ薬局
〒840‑0806
（調基２）第4号
平成30年 4月 1日
佐薬268
佐賀市神園４丁目７番１５号
（後発調１）第40号
平成30年 4月 1日
0952‑30‑0065 (0952‑32‑6490)
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
21 01,4271,4
たかお薬局
〒849‑0905
（調基１）第196号
平成28年 4月 1日
佐薬271
佐賀市金立町大字千布２２９０番
（後発調２）第28号
平成30年 4月 1日
地１０
（在薬）第196号
平成11年 9月 1日
0952‑98‑1293 (0952‑98‑2415)
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
22 01,4272,2
久保薬局西与賀店
〒840‑0034
（調基２）第14号
平成30年 4月 1日
佐薬272
佐賀市西与賀町大字厘外８５９番
（か薬）第184号
平成28年 4月 1日
地１６
（在薬）第131号
平成 9年 5月 1日
0952‑22‑2311 (0952‑29‑2777)
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
23 01,4273,0
駅前第一薬局
〒840‑0816
（調基１）第197号
平成28年 4月 1日
佐薬273
佐賀市駅南本町６番４号第一生命
（在薬）第35号
平成 7年 3月 1日
ビル５Ｆ
0952‑22‑4928 (0952‑22‑4928)
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
24 01,4277,1
溝上薬局 堀川店
〒840‑0832
（調基１）第429号
平成28年 4月 1日
佐薬277
佐賀市堀川町１番１８号
（在薬）第67号
平成 7年 6月 1日
0952‑23‑7747 (0952‑23‑7750)
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
25 01,4278,9
溝上薬局 県庁前 林 〒840‑0831
（調基１）第430号
平成28年 4月 1日
佐薬278
店
佐賀市松原１丁目４番６号
（地支体）第130号
平成30年10月 1日
0952‑26‑8331 (0952‑28‑3021)
（か薬）第185号
平成28年 4月 1日
（在薬）第68号
平成 7年 6月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
26 01,4279,7
タカトリ薬局
〒840‑0815
（調基１）第13号
平成28年 4月 1日
佐薬279
佐賀市天神２丁目５番２号
（在薬）第187号
平成11年 8月 1日
0952‑23‑4563 (0952‑26‑7891)
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
27 01,4287,0
株式会社 愛敬薬局医 〒849‑0937
（調基１）第6号
平成28年 4月 1日
佐薬287
大前支店
佐賀市鍋島三丁目６番２２号
（在薬）第530号
平成21年 1月 1日
0952‑33‑8793
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
28 01,4288,8
株式会社 愛敬薬局開 〒849‑0934
（調基１）第510号
平成30年 4月 1日
佐薬288
成支店
佐賀市開成３丁目５番６号
（在薬）第336号
平成14年 5月 1日
0952‑32‑5793 (0952‑32‑5792)
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
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29 01,4289,6
佐薬289

中原薬局

〒840‑0813
（調基１）第198号
平成28年 4月 1日
佐賀市唐人１丁目２番８号
（か薬）第137号
平成28年 4月 1日
0952‑24‑5454 (0952‑23‑7210)
（在薬）第202号
平成11年 9月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
30 01,4293,8
アイ薬局
〒849‑0934
（調基１）第295号
平成28年 4月 1日
佐薬293
佐賀市開成６丁目１２３番地９
（地支体）第59号
平成30年10月 1日
0952‑33‑6655 (0952‑33‑6667)
（後発調２）第66号
平成30年 4月 1日
（在調）第21号
平成24年 4月 1日
（か薬）第263号
平成28年 4月 1日
（在薬）第400号
平成16年 1月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
31 01,4294,6
虹の薬局
〒840‑0804
（調基１）第199号
平成28年 4月 1日
佐薬294
佐賀市神野東４丁目９番２１号
（地支体）第72号
平成30年10月 1日
0952‑32‑2077 (0952‑32‑2088)
（後発調３）第68号
平成30年 4月 1日
（在調）第11号
平成24年 4月 1日
（か薬）第37号
平成28年 4月 1日
（在薬）第2号
平成 6年12月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
32 01,4295,3
溝上薬局 空港通り店 〒840‑0023
（調基１）第431号
平成28年 4月 1日
佐薬295
佐賀市本庄町袋２８８番地１
（後発調２）第130号
平成30年 7月 1日
0952‑28‑1513 (0952‑26‑1990)
（在薬）第71号
平成 7年 7月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
33 01,4296,1
有限会社 すえつぐ薬 〒849‑0928
（調基１）第41号
平成28年 4月 1日
佐薬296
局若楠店
佐賀市若楠２丁目４番１号
（地支体）第29号
平成30年10月 1日
0952‑30‑3001 (0952‑30‑3203)
（後発調２）第55号
平成30年 4月 1日
（在調）第71号
平成28年 4月 1日
（か薬）第38号
平成28年 4月 1日
（在薬）第311号
平成14年 5月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
34 01,4299,5
本田薬局
〒840‑0027
（調基１）第106号
平成28年 4月 1日
佐薬299
佐賀市本庄町大字本庄１２３９番
（か薬）第39号
平成28年 4月 1日
地６
（在薬）第22号
平成 7年 3月 1日
0952‑26‑6313 (0952‑26‑6334)
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
35 01,4300,1
株式会社 愛敬薬局中 〒840‑0825
（調基１）第9号
平成28年 4月 1日
佐薬300
央支店
佐賀市中央本町３番９号
0952‑22‑5793 (0952‑22‑5820)
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
36 01,4301,9
株式会社 ドンキー薬 〒840‑0008
（調基１）第98号
平成28年 4月 1日
佐薬301
局
佐賀市巨勢町大字牛島５９８番地
（在薬）第363号
平成14年 7月 1日
１
0952‑23‑6818 (0952‑23‑6892)
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
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37 01,4302,7
佐薬302

神代薬局

枳小路店

〒840‑0054
佐賀市水ケ江２丁目９番７号
0952‑28‑6665 (0952‑60‑2899)

（調基１）第200号
平成28年 4月 1日
（地支体）第30号
平成30年10月 1日
（在調）第105号
平成30年 3月 1日
（か薬）第360号
平成29年 4月 1日
（在薬）第185号
平成11年 8月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
38 01,4303,5
有限会社 永松薬局 〒840‑0825
（調基１）第507号
平成30年 4月 1日
佐薬303
佐賀市中央本町１番２４号
（地支体）第50号
平成30年10月 1日
0952‑26‑6523 (0952‑29‑6780)
（後発調１）第23号
平成30年 4月 1日
（か薬）第41号
平成28年 4月 1日
（在薬）第371号
平成14年 9月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
39 01,4305,0
株式会社 愛敬薬局兵 〒849‑0918
（調基１）第3号
平成28年 4月 1日
佐薬305
庫支店
佐賀市兵庫南３丁目１番３号
（在薬）第313号
平成14年 5月 1日
0952‑29‑5793
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
40 01,4309,2
さくら薬局
〒849‑0921
（調基１）第201号
平成28年 4月 1日
佐薬309
佐賀市高木瀬西２丁目１６番１４
（地支体）第51号
平成30年10月 1日
号
（後発調３）第69号
平成30年 4月 1日
0952‑32‑2465 (0952‑60‑5081)
（か薬）第297号
平成28年 4月 1日
（在薬）第362号
平成14年 7月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
41 01,4310,0
大坪薬局
〒840‑0832
（１７５）第265号
平成14年 4月 1日
佐薬310
佐賀市堀川町２番１４号
0952‑23‑4321
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
42 01,4317,5
なべしま薬局
〒849‑0932
（調基１）第72号
平成28年 4月 1日
佐薬317
佐賀市鍋島町大字八戸溝１６０４
（地支体）第74号
平成30年10月 1日
番地７
（後発調２）第5号
平成30年 4月 1日
0952‑34‑4118 (0952‑34‑4119)
（か薬）第1号
平成28年 4月 1日
（在薬）第258号
平成12年 5月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
43 01,4318,3
有限会社 かせ薬局 〒840‑0863
（調基１）第107号
平成28年 4月 1日
佐薬318
佐賀市嘉瀬町大字十五２３０５番
（後発調１）第82号
平成30年 4月 1日
地２
（か薬）第42号
平成28年 4月 1日
0952‑27‑9070 (0952‑27‑9071)
（在薬）第212号
平成11年 9月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
44 01,4319,1
溝上薬局 西部環状店 〒840‑0859
（調基１）第432号
平成28年 4月 1日
佐薬319
佐賀市新栄西二丁目１番６号
（地支体）第157号
平成30年10月 1日
0952‑22‑4663 (0952‑22‑4910)
（後発調１）第127号
平成30年 7月 1日
（か薬）第396号
平成30年 1月 1日
（在薬）第149号
平成10年 2月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
45 01,4327,4
春風薬局
〒849‑0918
（調基１）第202号
平成28年 4月 1日
佐薬327
佐賀市兵庫南一丁目１２番９号
（在調）第31号
平成24年 5月 1日
0952‑27‑8955 (0952‑27‑8951)
（か薬）第134号
平成28年 4月 1日
（在薬）第181号
平成11年 8月 1日
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46 01,4330,8
佐薬330

のぐち薬局
り店

医大西通 〒849‑0937
（調基１）第203号
平成28年 4月 1日
佐賀市鍋島五丁目３番５号
（在薬）第203号
平成11年 9月 1日
0952‑33‑9382
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
47 01,4332,4
三漢薬局
〒840‑0804
（調基１）第108号
平成28年 4月 1日
佐薬332
佐賀市神野東四丁目１番１号
（後発調１）第125号
平成30年 7月 1日
0952‑34‑4510 (0952‑34‑4509)
（在調）第2号
平成24年 4月 1日
（か薬）第418号
平成30年 9月 1日
（在薬）第214号
平成11年 9月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
48 01,4341,5
溝上薬局 医大南セン 〒849‑0937
（調基１）第434号
平成28年 4月 1日
佐薬341
ター店
佐賀市鍋島２丁目６番７号
（地支体）第131号
平成30年10月 1日
0952‑34‑1991 (0952‑34‑1993)
（か薬）第189号
平成28年 4月 1日
（在薬）第318号
平成14年 5月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
49 01,4344,9
のぞみ薬局
〒849‑0934
（調基１）第91号
平成28年 4月 1日
佐薬344
佐賀市開成一丁目４番４号
（後発調１）第128号
平成30年 7月 1日
0952‑36‑9220 (0952‑36‑9221)
（在調）第22号
平成24年 4月 1日
（在薬）第256号
平成12年 4月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
50 01,4346,4
有限会社 ハロー薬局 〒840‑0815
（調基１）第205号
平成28年 4月 1日
佐薬346
佐賀天神店
佐賀市天神二丁目１番２５号
（か薬）第299号
平成28年 4月 1日
0952‑28‑1033 (0952‑28‑1033)
（在薬）第554号
平成22年11月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
51 01,4350,6
さつき薬局
〒840‑0815
（調基１）第22号
平成28年 4月 1日
佐薬350
佐賀市天神１丁目４番３４号
（在薬）第276号
平成13年 4月 1日
0952‑24‑5477
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
52 01,4353,0
有限会社 城北薬局 〒849‑0922
（調基１）第206号
平成28年 4月 1日
佐薬353
佐賀市高木瀬東５丁目１７番１８
（地支体）第144号
平成30年 5月 1日
号
（か薬）第43号
平成28年 4月 1日
0952‑31‑1611
（在薬）第298号
平成14年 5月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
53 01,4354,8
日の出薬局
〒849‑0923
（調基１）第207号
平成28年 4月 1日
佐薬354
佐賀市日の出１丁目１４番１７号
（地支体）第75号
平成30年 4月 1日
0952‑33‑0289
（後発調２）第108号
平成30年 5月 1日
（在調）第46号
平成26年 6月 1日
（か薬）第141号
平成28年 4月 1日
（在薬）第291号
平成14年 5月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
54 01,4362,1
そうごう薬局 佐賀兵 〒849‑0913
（調基３ロ）第1号
平成30年 4月 1日
佐薬362
庫店
佐賀市兵庫町大字渕１９０４番地
（後発調１）第148号
平成30年 9月 1日
１０
（在調）第118号
平成30年 6月 1日
0952‑36‑8651 (0952‑36‑8652)
（か薬）第265号
平成28年 4月 1日
（在薬）第287号
平成14年 2月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
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55 01,4363,9
佐薬363

株式会社
庫西支店

愛敬薬局兵 〒849‑0918
（調基１）第1号
平成28年 4月 1日
佐賀市兵庫南二丁目１５番２７号
（後発調２）第83号
平成30年 4月 1日
0952‑23‑5793
（在薬）第365号
平成14年 8月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
56 01,4365,4
くすの木薬局
〒840‑0805
（調基１）第73号
平成28年 4月 1日
佐薬365
佐賀市神野西三丁目１１番６号
（後発調３）第3号
平成30年 4月 1日
0952‑33‑5024 (0952‑33‑5024)
（か薬）第151号
平成28年 4月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
57 01,4366,2
有限会社 伊勢薬局 〒840‑0027
（調基１）第110号
平成28年 4月 1日
佐薬366
本庄店
佐賀市本庄町大字本庄８６０番地
（地支体）第52号
平成30年10月 1日
１６
（後発調１）第65号
平成30年 4月 1日
0952‑27‑7880 (0952‑27‑7881)
（在調）第103号
平成30年 2月 1日
（か薬）第341号
平成28年 9月 1日
（在薬）第372号
平成14年 9月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
58 01,4367,0
くぼ薬局医大通り店 〒849‑0937
（調基１）第96号
平成28年 4月 1日
佐薬367
佐賀市鍋島三丁目２番１号
（地支体）第155号
平成30年 7月 1日
0952‑32‑1133 (0952‑32‑1344)
（か薬）第190号
平成28年 4月 1日
（在薬）第455号
平成18年 4月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
59 01,4369,6
やまぐち薬局 兵庫南 〒849‑0918
（調基１）第208号
平成28年 4月 1日
佐薬369
店
佐賀市兵庫南三丁目１４番２５号
（地支体）第76号
平成30年10月 1日
0952‑26‑7755
（後発調１）第143号
平成30年 9月 1日
（か薬）第191号
平成28年 4月 1日
（在薬）第375号
平成15年 2月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
60 01,4370,4
佐賀北薬局
〒849‑0917
（調基２）第15号
平成30年 4月 1日
佐薬370
佐賀市高木瀬町大字長瀬１２４４
（後発調１）第119号
平成30年 6月 1日
番地２
（か薬）第266号
平成28年 4月 1日
0952‑30‑6091 (0952‑30‑6093)
（在薬）第394号
平成15年10月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
61 01,4371,2
国立佐賀病院前 春風 〒849‑0923
（調基１）第209号
平成28年 4月 1日
佐薬371
薬局
佐賀市日の出一丁目２１番１号
（地支体）第53号
平成30年 4月 1日
0952‑36‑5454
（後発調２）第142号
平成30年 8月 1日
（在調）第23号
平成24年 4月 1日
（か薬）第135号
平成28年 4月 1日
（在薬）第384号
平成15年 5月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
62 01,4372,0
こうの薬局
〒840‑0804
（調基１）第210号
平成28年 4月 1日
佐薬372
佐賀市神野東３丁目７番８号
（後発調１）第24号
平成30年 4月 1日
0952‑30‑4346 (0952‑30‑5266)
（在薬）第402号
平成16年 1月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
63 01,4376,1
株式会社 愛敬薬局 〒840‑0804
（調基１）第10号
平成28年 4月 1日
佐薬376
神野支店
佐賀市神野東二丁目４番２４号
（後発調２）第119号
平成30年 6月 1日
0952‑31‑5793 (0952‑31‑5794)
（在薬）第514号
平成20年 8月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

[佐賀県]
[平成30年10月 1日現在

薬局]

届出受理医療機関名簿

平成30年10月 1日作成

8 頁

医療機関所在地
項番

医療機関番号

医療機関名称

病床数

受理番号

算定開始年月日

備 考

電話番号(ＦＡＸ番号)

64 01,4377,9
佐薬377

十字調剤薬局

〒840‑0804
（調基１）第211号
平成28年 4月 1日
佐賀市神野東二丁目５番４号
0952‑30‑5691 (0952‑32‑3229)
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
65 01,4378,7
ひので薬局 高木瀬店 〒849‑0922
（調基１）第212号
平成28年 4月 1日
佐薬378
佐賀市高木瀬東四丁目８４８番２
（地支体）第77号
平成30年 4月 1日
号
（後発調２）第67号
平成30年 4月 1日
0952‑34‑5678 (0952‑34‑5719)
（か薬）第142号
平成28年 4月 1日
（在薬）第401号
平成16年 1月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
66 01,4379,5
神代薬局 若宮店
〒849‑0926
（調基１）第213号
平成28年 4月 1日
佐薬379
佐賀市若宮一丁目１９番３０号
（地支体）第163号
平成30年10月 1日
0952‑36‑6275 (0952‑36‑6275)
（か薬）第327号
平成28年 6月 1日
（在薬）第424号
平成16年10月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
67 01,4381,1
オガサワラ薬局
〒840‑0034
（調基１）第214号
平成28年 4月 1日
佐薬381
佐賀市西与賀町大字厘外１５９６
番地２３
0952‑23‑3665
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
68 01,4382,9
タカトリ薬局 大財店 〒840‑0811
（調基１）第12号
平成28年 4月 1日
佐薬382
佐賀市大財三丁目５番１２号
（後発調１）第5号
平成30年 4月 1日
0952‑23‑4371 (0952‑23‑4371)
（か薬）第2号
平成28年 4月 1日
（在薬）第410号
平成16年 4月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
69 01,4384,5
神代薬局 木原店
〒840‑0015
（調基１）第215号
平成28年 4月 1日
佐薬384
佐賀市木原三丁目２番１５号
（地支体）第31号
平成30年10月 1日
0952‑29‑5607 (0952‑29‑5697)
（後発調２）第57号
平成30年 4月 1日
（在調）第39号
平成25年 8月 1日
（か薬）第44号
平成28年 4月 1日
（在薬）第423号
平成16年10月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
70 01,4388,6
溝上薬局 兵庫店
〒849‑0913
（調基１）第435号
平成28年 4月 1日
佐薬388
佐賀市兵庫南２丁目１４番２０号
（在薬）第422号
平成16年10月 1日
0952‑28‑7026 (0952‑28‑7036)
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
71 01,4389,4
神代薬局 松原店
〒840‑0831
（調基２）第8号
平成30年 4月 1日
佐薬389
佐賀市松原三丁目１番１３号
（在調）第41号
平成25年12月 1日
0952‑41‑2890 (0952‑60‑3193)
（か薬）第45号
平成28年 4月 1日
（在薬）第427号
平成16年11月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
72 01,4392,8
今泉薬局鍋島アーガス 〒849‑0935
（調基１）第217号
平成28年 4月 1日
佐薬392
店
佐賀市八戸溝三丁目１２番２０号
（地支体）第78号
平成30年10月 1日
0952‑36‑8577 (0952‑36‑8578)
（後発調３）第139号
平成30年 8月 1日
（か薬）第192号
平成28年 4月 1日
（在薬）第442号
平成17年 5月 1日
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73 01,4393,6
佐薬393

高木瀬薬局

〒849‑0922
佐賀市高木瀬東二丁目１５番４号
0952‑31‑3005 (0952‑31‑3005)

（調基１）第218号
平成28年 4月 1日
（地支体）第54号
平成30年 4月 1日
（後発調１）第66号
平成30年 4月 1日
（か薬）第46号
平成28年 4月 1日
（在薬）第429号
平成16年12月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
74 01,4396,9
みどり薬局
〒840‑0842
（調基１）第219号
平成28年 4月 1日
佐薬396
佐賀市多布施四丁目２５番１号
（後発調３）第78号
平成30年 4月 1日
0952‑23‑3237 (0952‑23‑3237)
（在薬）第438号
平成17年 3月22日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
75 01,4398,5
ゆめとも薬局
〒840‑0054
（調基１）第84号
平成28年 4月 1日
佐薬398
佐賀市水ケ江２丁目５番１３−１
（後発調２）第68号
平成30年 4月 1日
号
（在薬）第494号
平成19年12月 1日
0952‑24‑4193
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
76 01,4399,3
あさひ薬局 開成店 〒849‑0934
（調基１）第111号
平成28年 4月 1日
佐薬399
佐賀市開成３丁目５番４２号
（か薬）第355号
平成29年 4月 1日
0952‑33‑0346
（在薬）第612号
平成24年 9月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
77 01,4400,9
溝上薬局 大財店
〒840‑0811
（調基３イ）第7号
平成30年 4月 1日
佐薬400
佐賀市大財１丁目８番３９号
（後発調１）第6号
平成30年 4月 1日
0952‑26‑5593 (0952‑26‑5577)
（か薬）第379号
平成29年 8月 1日
（在薬）第448号
平成17年12月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
78 01,4401,7
神代薬局 黒川店
〒849‑0926
（調基１）第220号
平成28年 4月 1日
佐薬401
佐賀市若宮２丁目１５番６号 福
（地支体）第158号
平成30年10月 1日
井ビル内
（か薬）第325号
平成28年 6月 1日
0952‑31‑8173 (0952‑31‑8173)
（在薬）第469号
平成18年10月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
79 01,4404,1
ヤマト薬局 立石店 〒840‑0211
（調基１）第112号
平成28年 4月 1日
佐薬404
佐賀市大和町大字東山田２１００
（地支体）第145号
平成30年 5月 1日
番地５
（後発調２）第58号
平成30年 4月 1日
0952‑51‑2882 (0952‑51‑2883)
（か薬）第3号
平成28年 4月 1日
（在薬）第524号
平成20年10月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
80 01,4405,8
中原薬局 神野店
〒840‑0804
（調基１）第221号
平成28年 4月 1日
佐薬405
佐賀市神野東一丁目３番３０号
（後発調２）第118号
平成30年 6月 1日
0952‑26‑1221
（か薬）第138号
平成28年 4月 1日
（在薬）第470号
平成18年11月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
81 01,4406,6
コーソ薬局 佐大通り 〒840‑0027
（調基１）第222号
平成28年 4月 1日
佐薬406
店
佐賀市本庄町大字本庄５４１番地
（地支体）第6号
平成30年10月 1日
７
（後発調２）第29号
平成30年 4月 1日
0952‑27‑8122
（在調）第73号
平成28年 6月 1日
（か薬）第194号
平成28年 4月 1日
（在薬）第471号
平成18年12月 1日
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82 01,4408,2
佐薬408

イケダ保険薬局

〒840‑0823
（調基１）第30号
平成28年 4月 1日
佐賀市柳町５番７号
（在薬）第472号
平成19年 1月 1日
0952‑23‑8510
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
83 01,4409,0
ひかり薬局 兵庫店 〒849‑0913
（調基１）第297号
平成28年 4月 1日
佐薬409
佐賀市兵庫町大字渕１３３３番地
（在調）第74号
平成28年 7月 1日
４
（在薬）第473号
平成19年 2月 1日
0952‑27‑4511
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
84 01,4410,8
アルナ薬局 堀川店 〒840‑0832
（調基１）第52号
平成28年 4月 1日
佐薬410
佐賀市堀川町２番地
（地支体）第79号
平成30年10月 1日
0952‑28‑0012 (0952‑28‑0013)
（在調）第121号
平成30年 8月 1日
（か薬）第163号
平成28年 4月 1日
（在薬）第479号
平成19年 5月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
85 01,4412,4
らいふ薬局 木原店 〒840‑0015
（調基３イ）第1号
平成30年 4月 1日
佐薬412
佐賀市木原２丁目１７番１０号
（地支体）第152号
平成30年 6月 1日
0952‑27‑9555
（後発調３）第14号
平成30年 4月 1日
（在調）第32号
平成24年 5月 1日
（か薬）第305号
平成28年 4月 1日
（在薬）第480号
平成19年 5月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
86 01,4414,0
らいふ薬局 兵庫店 〒840‑0001
（調基１）第298号
平成28年 4月 1日
佐薬414
佐賀市巨勢町修理田１２２６番地
（地支体）第118号
平成30年 4月 1日
４
（後発調３）第106号
平成30年 4月 1日
0952‑27‑0025
（在調）第87号
平成29年 1月 1日
（か薬）第267号
平成28年 4月 1日
（在薬）第482号
平成19年 5月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
87 01,4415,7
らいふ薬局 医大通り 〒849‑0937
（調基１）第299号
平成28年 4月 1日
佐薬415
店
佐賀市鍋島一丁目３番５号
（地支体）第119号
平成30年 4月 1日
0952‑36‑7055
（在調）第33号
平成24年 5月 1日
（か薬）第268号
平成28年 4月 1日
（在薬）第487号
平成19年 8月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
88 01,4416,5
溝上薬局 エスプラッ 〒840‑0826
（調基１）第437号
平成28年 4月 1日
佐薬416
ツ店
佐賀市白山二丁目７番１号
（地支体）第132号
平成30年10月 1日
0952‑27‑8228 (0952‑27‑8202)
（後発調１）第103号
平成30年 5月 1日
（か薬）第195号
平成28年 4月 1日
（在薬）第495号
平成19年12月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
89 01,4418,1
溝上薬局 高木瀬店 〒849‑0921
（調基１）第438号
平成28年 4月 1日
佐薬418
佐賀市高木瀬西四丁目６番１４号
（後発調２）第6号
平成30年 4月 1日
0952‑32‑5353 (0952‑32‑5483)
（在薬）第497号
平成19年12月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
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90 01,4420,7
佐薬420

株式会社
木瀬支店

愛敬薬局高 〒849‑0921
（調基２）第21号
平成30年 4月 1日
佐賀市高木瀬西５丁目１５番２９
（在薬）第508号
平成20年 4月 1日
号
0952‑32‑1293 (0952‑33‑3095)
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
91 01,4421,5
株式会社 愛敬薬局夢 〒849‑0919
（調基１）第2号
平成28年 4月 1日
佐薬421
咲支店
佐賀市兵庫北２丁目３０番２１号
（後発調１）第144号
平成30年 9月 1日
0952‑33‑5793 (0952‑20‑7387)
（在薬）第602号
平成24年 5月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
92 01,4422,3
タイガー薬局
〒840‑0012
（調基１）第223号
平成28年 4月 1日
佐薬422
佐賀市北川副町大字光法１５９８
（後発調３）第140号
平成30年 8月 1日
番１
（在調）第100号
平成30年 1月 1日
0952‑27‑3088 (0952‑27‑3089)
（か薬）第47号
平成28年 4月 1日
（在薬）第509号
平成20年 5月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
93 01,4425,6
日新薬局
〒840‑0853
（調基１）第113号
平成28年 4月 1日
佐薬425
佐賀市長瀬町５番１２号
（後発調１）第1号
平成30年 4月 1日
0952‑23‑9876 (0952‑23‑9881)
（か薬）第4号
平成28年 4月 1日
（在薬）第529号
平成20年12月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
94 01,4426,4
神代薬局 大和店
〒840‑0201
（調基１）第225号
平成28年 4月 1日
佐薬426
佐賀市大和町尼寺２６４１番地３
（地支体）第32号
平成30年10月 1日
0952‑62‑6840 (0952‑62‑6840)
（在調）第3号
平成24年 4月 1日
（か薬）第326号
平成28年 6月 1日
（在薬）第531号
平成21年 1月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
95 01,4427,2
本田薬局 兵庫店
〒849‑0919
（調基１）第114号
平成28年 4月 1日
佐薬427
佐賀市兵庫北１丁目８番２８号
（か薬）第48号
平成28年 4月 1日
0952‑20‑5337 (0952‑20‑5338)
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
96 01,4428,0
ふくしま薬局 通小路 〒840‑0831
（調基２）第9号
平成30年 4月 1日
佐薬428
店
佐賀市松原４丁目３番２０号
（か薬）第342号
平成28年10月 1日
0952‑20‑2180 (0952‑20‑2182)
（在薬）第532号
平成21年 3月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
97 01,4429,8
内川薬局 神野店
〒840‑0804
（調基１）第19号
平成28年 4月 1日
佐薬429
佐賀市神野東４丁目７番１５号愛
（か薬）第49号
平成28年 4月 1日
康ビル１０６号
0952‑31‑2711 (0952‑31‑2712)
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
98 01,4430,6
日本調剤鍋島薬局
〒849‑0937
（調基３ロ）第6号
平成30年 4月 1日
佐薬430
佐賀市鍋島四丁目１番１１号
（後発調３）第144号
平成30年 9月 1日
0952‑36‑7330 (0952‑36‑7332)
（在調）第55号
平成27年12月 1日
（か薬）第306号
平成28年 4月 1日
（在薬）第535号
平成21年 6月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
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99 01,4432,2
佐薬432

春風薬局

大和店

〒840‑0201
佐賀市大和町大字尼寺字一本松３
４２９番地１
0952‑62‑8700 (0952‑62‑8701)

（調基１）第227号
平成28年 4月 1日
（地支体）第55号
平成30年 4月 1日
（後発調３）第125号
平成30年 7月 1日
（在調）第25号
平成24年 4月 1日
（か薬）第132号
平成28年 4月 1日
（在薬）第540号
平成21年12月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
100 01,4433,0
大和漢方水堂薬局
〒840‑0201
（調基３イ）第8号
平成30年 4月 1日
佐薬433
佐賀市大和町尼寺３０４２番地６
（か薬）第196号
平成28年 4月 1日
0952‑64‑8877 (0952‑64‑8875)
（在薬）第542号
平成22年 2月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
101 01,4434,8
溝上薬局 下田町店 〒840‑0031
（調基３イ）第9号
平成30年 4月 1日
佐薬434
佐賀市下田町２番２０号
（後発調２）第7号
平成30年 4月 1日
0952‑24‑2276 (0952‑22‑4910)
（か薬）第197号
平成28年 4月 1日
（在薬）第545号
平成22年 4月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
102 01,4436,3
ペリカン薬局 川副店 〒840‑2214
（調基１）第228号
平成28年 4月 1日
佐薬436
佐賀市川副町小々森９６７番地１
（後発調２）第42号
平成30年 4月 1日
８
（在薬）第559号
平成23年 3月 1日
0952‑34‑7522
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
103 01,4437,1
アルナ薬局 国立佐賀 〒849‑0923
（調基１）第53号
平成28年 4月 1日
佐薬437
病院東側店
佐賀市日の出一丁目２番１号
（地支体）第80号
平成30年10月 1日
0952‑97‑8194
（後発調１）第25号
平成30年 4月 1日
（在調）第120号
平成30年 7月 1日
（か薬）第166号
平成28年 4月 1日
（在薬）第547号
平成22年 6月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
104 01,4438,9
タイガー薬局 北山店 〒840‑0532
（調基１）第115号
平成28年 4月 1日
佐薬438
佐賀市富士町大野１０６０番地１
（後発調２）第84号
平成30年 4月 1日
５
0952‑51‑7077 (0952‑51‑7077)
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
105 01,4440,5
らいふ薬局 高木瀬店 〒849‑0922
（調基１）第300号
平成28年 4月 1日
佐薬440
佐賀市高木瀬東二丁目４番８号
（地支体）第120号
平成30年 4月 1日
0952‑34‑1600
（後発調２）第105号
平成30年 4月 1日
（薬菌）第1号
平成22年 9月 1日
（在調）第26号
平成24年 4月 1日
（か薬）第270号
平成28年 4月 1日
（在薬）第553号
平成22年 9月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
106 01,4442,1
神代薬局 神野東店 〒840‑0804
（調基１）第229号
平成28年 4月 1日
佐薬442
佐賀市神野東四丁目３番１５号
（地支体）第33号
平成30年10月 1日
0952‑60‑1213
（か薬）第311号
平成28年 5月 1日
（在薬）第558号
平成23年 1月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

[佐賀県]
[平成30年10月 1日現在

薬局]

届出受理医療機関名簿

平成30年10月 1日作成

13 頁

医療機関所在地
項番

医療機関番号

医療機関名称

病床数

受理番号

算定開始年月日

備 考

電話番号(ＦＡＸ番号)

107 01,4444,7
佐薬444

みず堂薬局ゆめさき店 〒849‑0919
佐賀市兵庫北５丁目８番７−１号
0952‑97‑7395 (0952‑97‑7396)

（調基３イ）第10号
平成30年 4月 1日
（後発調２）第110号
平成30年 5月 1日
（か薬）第363号
平成29年 5月 1日
（在薬）第555号
平成22年12月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
108 01,4445,4
神代薬局 北部バイパ 〒849‑0926
（調基１）第230号
平成28年 4月 1日
佐薬445
ス店
佐賀市若宮三丁目１番２２号
（地支体）第34号
平成30年10月 1日
0952‑34‑4666 (0952‑34‑4667)
（後発調２）第59号
平成30年 4月 1日
（か薬）第50号
平成28年 4月 1日
（在薬）第570号
平成23年 7月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
109 01,4446,2
サンアイ薬局 みつの 〒840‑0012
（調基１）第231号
平成28年 4月 1日
佐薬446
り店
佐賀市北川副町光法１２６０番地
（後発調３）第79号
平成30年 4月 1日
３５
（在調）第37号
平成24年10月 1日
0952‑97‑7835 (0952‑97‑7836)
（在薬）第560号
平成23年 3月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
110 01,4447,0
カールトン いな穂薬 〒840‑0017
（調基１）第232号
平成28年 4月 1日
佐薬447
局
佐賀市新郷本町２４番１２号
（後発調１）第142号
平成30年 9月 1日
0952‑37‑9531 (0952‑37‑9532)
（在薬）第594号
平成24年 4月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
111 01,4448,8
くすだ薬局
〒840‑0047
（調基１）第21号
平成28年 4月 1日
佐薬448
佐賀市与賀町４−２８
（後発調２）第131号
平成30年 7月 1日
0952‑29‑5611
（か薬）第51号
平成28年 4月 1日
（在薬）第563号
平成23年 5月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
112 01,4449,6
カールトン あお葉薬 〒840‑0201
（調基１）第233号
平成28年 4月 1日
佐薬449
局
佐賀市大和町尼寺３１２９番地１
（後発調３）第80号
平成30年 4月 1日
0952‑64‑9812
（在薬）第595号
平成24年 4月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
113 01,4451,2
よしおか薬局 駅北口 〒840‑0801
（調基１）第116号
平成28年 4月 1日
佐薬451
店
佐賀市駅前中央２丁目１−１
（地支体）第15号
平成30年10月 1日
0952‑31‑8025
（か薬）第52号
平成28年 4月 1日
（在薬）第567号
平成23年 7月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
114 01,4453,8
こやなぎ薬局
〒840‑2213
（調基１）第11号
平成28年 4月 1日
佐薬453
佐賀市川副町大字鹿江１０５９−
（後発調１）第145号
平成30年 9月 1日
８
（か薬）第5号
平成28年 4月 1日
0952‑37‑8910
（在薬）第590号
平成24年 4月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
115 01,4454,6
佐賀北薬局 ２号店 〒849‑0917
（調基２）第16号
平成30年 4月 1日
佐薬454
佐賀市高木瀬町大字長瀬１２４６
（後発調２）第143号
平成30年 8月 1日
−２
（在調）第48号
平成26年 9月 1日
0952‑97‑9920 (0952‑97‑9921)
（か薬）第271号
平成28年 4月 1日
（在薬）第582号
平成23年10月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

[佐賀県]
[平成30年10月 1日現在

薬局]

届出受理医療機関名簿

平成30年10月 1日作成

14 頁

医療機関所在地
項番

医療機関番号

医療機関名称

病床数

受理番号

算定開始年月日

備 考

電話番号(ＦＡＸ番号)

116 01,4455,3
佐薬455

ピース薬局 ドライブ 〒849‑0919
スルー夢咲店
佐賀市兵庫北２丁目２５番３号
0952‑97‑9237 (0952‑97‑9215)

（調基１）第235号
平成28年 4月 1日
（地支体）第81号
平成30年 4月 1日
（後発調２）第70号
平成30年 4月 1日
（か薬）第143号
平成28年 4月 1日
（在薬）第608号
平成24年 7月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
117 01,4456,1
やまぐち薬局 大和川 〒840‑0214
（調基１）第236号
平成28年 4月 1日
佐薬456
上店
佐賀市大和町川上３２４−３
（地支体）第165号
平成30年 9月 1日
0952‑62‑0751 (0952‑62‑0751)
（後発調３）第53号
平成30年 4月 1日
（か薬）第54号
平成28年 4月 1日
（在薬）第583号
平成23年12月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
118 01,4457,9
溝上薬局 久保泉店 〒849‑0902
（調基３イ）第11号
平成30年 4月 1日
佐薬457
佐賀市久保泉町上和泉２２３５−
（後発調１）第105号
平成30年 5月 1日
３
（か薬）第198号
平成28年 4月 1日
0952‑98‑1599 (0952‑98‑9055)
（在薬）第613号
平成24年10月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
119 01,4459,5
かみぞの薬局
〒840‑0806
（調基１）第26号
平成28年 4月 1日
佐薬459
佐賀市神園６−４−２０
（後発調３）第54号
平成30年 4月 1日
0952‑33‑8820 (0952‑60‑1374)
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
120 01,4460,3
溝上薬局 医大通り店 〒849‑0937
（調基３イ）第12号
平成30年 4月 1日
佐薬460
佐賀市鍋島１丁目６番１号
（後発調２）第156号
平成30年 9月 1日
0952‑33‑9339 (0952‑33‑9340)
（か薬）第199号
平成28年 4月 1日
（在薬）第614号
平成24年12月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
121 01,4463,7
らいふ薬局 佐賀県医 〒840‑0861
（調基３イ）第2号
平成30年 4月 1日
佐薬463
療センター好生館前店 佐賀市嘉瀬町中原４００
（地支体）第153号
平成30年 6月 1日
0952‑41‑7370 (0952‑41‑7360)
（後発調２）第144号
平成30年 8月 1日
（薬菌）第2号
平成25年 5月 1日
（在調）第45号
平成26年 4月 1日
（か薬）第272号
平成28年 4月 1日
（在薬）第624号
平成25年 5月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
122 01,4464,5
福神調剤薬局 佐賀駅 〒840‑0801
（調基１）第301号
平成28年 4月 1日
佐薬464
前店
佐賀市駅前中央１−１０−３７佐
（地支体）第166号
平成30年 9月 1日
賀駅前センタービル ６Ｆ
（か薬）第400号
平成30年 3月 1日
0952‑25‑8808 (0952‑25‑8807)
（在薬）第625号
平成25年 5月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
123 01,4465,2
ロングサン薬局
〒840‑0054
（調基１）第118号
平成28年 4月 1日
佐薬465
佐賀市水ケ江１丁目４−４６
（地支体）第35号
平成30年10月 1日
0952‑23‑4473 (0952‑29‑9391)
（後発調２）第140号
平成30年 8月 1日
（在調）第59号
平成28年 4月 1日
（か薬）第55号
平成28年 4月 1日
（在薬）第626号
平成25年 5月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
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124 01,4466,0
佐薬466

ショーエイ薬局
店

光法 〒840‑0012
（調基１）第237号
平成28年 4月 1日
佐賀市北川副町光法１４８４番地
（後発調３）第55号
平成30年 4月 1日
１２
（か薬）第200号
平成28年 4月 1日
0952‑27‑0027 (0952‑27‑0028)
（在薬）第635号
平成25年11月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
125 01,4467,8
アルナ薬局 好生館前 〒840‑0862
（調基１）第55号
平成28年 4月 1日
佐薬467
店
佐賀市嘉瀬町扇町２４７２−１
（地支体）第82号
平成30年10月 1日
0952‑37‑5005 (0952‑37‑5006)
（後発調１）第27号
平成30年 4月 1日
（薬菌）第8号
平成30年 5月 1日
（在調）第95号
平成29年 9月 1日
（か薬）第165号
平成28年 4月 1日
（在薬）第638号
平成25年12月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
126 01,4468,6
神代薬局 嘉瀬店
〒840‑0861
（調基１）第238号
平成28年 4月 1日
佐薬468
佐賀市嘉瀬町中原１９７９番４号
（地支体）第36号
平成30年10月 1日
0952‑27‑7555 (0952‑27‑7557)
（後発調３）第56号
平成30年 4月 1日
（か薬）第367号
平成29年 5月 1日
（在薬）第652号
平成26年 5月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
127 01,4469,4
ひので薬局 城北店 〒849‑0921
（調基１）第239号
平成28年 4月 1日
佐薬469
佐賀市高木瀬西１丁目２−１
（地支体）第121号
平成30年 4月 1日
0952‑34‑4355 (0952‑34‑4356)
（後発調１）第68号
平成30年 4月 1日
（在調）第88号
平成29年 1月 1日
（か薬）第174号
平成28年 4月 1日
（在薬）第643号
平成26年 2月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
128 01,4470,2
ひので薬局 北部店 〒849‑0922
（調基１）第240号
平成28年 4月 1日
佐薬470
佐賀市高木瀬東３丁目４−１５
（後発調２）第71号
平成30年 4月 1日
0952‑31‑9646 (0952‑31‑9647)
（か薬）第144号
平成28年 4月 1日
（在薬）第644号
平成26年 2月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
129 01,4471,0
そうごう薬局 高木瀬 〒849‑0917
（調基３ロ）第2号
平成30年 4月 1日
佐薬471
店
佐賀市高木瀬町大字長瀬９６９番
（後発調２）第111号
平成30年 5月 1日
地１
（か薬）第381号
平成29年 8月 1日
0952‑37‑5561 (0952‑37‑5562)
（在薬）第655号
平成26年 6月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
130 01,4472,8
溝上薬局 木原店
〒840‑0015
（調基１）第442号
平成28年 4月 1日
佐薬472
佐賀市木原一丁目２４番４０号
（地支体）第83号
平成30年10月 1日
0952‑37‑8638 (0952‑37‑8189)
（後発調２）第125号
平成30年 6月 1日
（か薬）第201号
平成28年 4月 1日
（在薬）第663号
平成26年10月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
131 01,4473,6
やまぐち薬局 嘉瀬扇 〒840‑0862
（調基１）第241号
平成28年 4月 1日
佐薬473
町店
佐賀市嘉瀬町扇町２４６９番２６
（後発調３）第126号
平成30年 7月 1日
0952‑22‑2231 (0952‑22‑2235)
（か薬）第57号
平成28年 4月 1日
（在薬）第657号
平成26年 8月 1日

[佐賀県]
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132 01,4474,4
佐薬474

溝上薬局

本店

〒840‑0054
（調基１）第443号
平成28年 4月 1日
佐賀市水ケ江１丁目１−１１
（後発調１）第11号
平成30年 4月 1日
0952‑24‑2555 (0952‑24‑2513)
（在薬）第658号
平成26年 8月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
133 01,4475,1
溝上薬局 佐賀駅バス 〒840‑0801
（調基１）第444号
平成28年 4月 1日
佐薬475
センター店
佐賀市駅前中央１丁目４２番地
（後発調１）第12号
平成30年 4月 1日
0952‑37‑6581 (0952‑37‑6798)
（在薬）第669号
平成27年 4月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
134 01,4476,9
宇都宮薬局
〒840‑0054
（調基１）第242号
平成28年 4月 1日
佐薬476
佐賀市水ケ江４丁目２番１０号
（地支体）第16号
平成30年10月 1日
0952‑22‑9335 (0952‑22‑9337)
（後発調２）第43号
平成30年 4月 1日
（在調）第60号
平成28年 4月 1日
（か薬）第58号
平成28年 4月 1日
（在薬）第670号
平成27年 4月20日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
135 01,4477,7
ひかり薬局 鍋島店 〒849‑0936
（調基１）第457号
平成28年 4月 1日
佐薬477
佐賀市鍋島町森田５９４−５
（後発調３）第35号
平成30年 4月 1日
0952‑33‑2325 (0952‑33‑2326)
（か薬）第336号
平成28年 8月 1日
（在薬）第672号
平成27年 5月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
136 01,4478,5
カワハラ薬局
〒840‑0843
（調基１）第243号
平成28年 4月 1日
佐薬478
佐賀市川原町５−１７
（在薬）第673号
平成27年 6月 1日
0952‑23‑5214 (0952‑23‑5150)
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
137 01,4479,3
溝上薬局 本庄佐大南 〒840‑0027
（調基３イ）第13号
平成30年 4月 1日
佐薬479
店
佐賀市本庄町本庄２７０−２
（後発調２）第8号
平成30年 4月 1日
0952‑37‑8264 (0952‑37‑8266)
（か薬）第384号
平成29年 9月 1日
（在薬）第683号
平成27年12月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
138 01,4480,1
ひかり薬局 鍋島西店 〒849‑0936
（調基１）第244号
平成28年 4月18日
佐薬480
佐賀市鍋島町森田６０８−１
（後発調３）第36号
平成30年 4月 1日
0952‑32‑7355 (0952‑32‑7365)
（在薬）第705号
平成28年 8月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
139 01,4481,9
ツルカメ薬局
〒840‑0853
（調基１）第477号
平成28年 9月 1日
佐薬481
佐賀市長瀬町３−１８
（地支体）第84号
平成30年 4月 1日
0952‑23‑2656 (0952‑23‑2406)
（後発調３）第127号
平成30年 7月 1日
（在調）第92号
平成29年 6月 1日
（か薬）第402号
平成30年 4月 1日
（在薬）第706号
平成28年 9月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
140 01,4482,7
ほのぼの薬局兵庫南店 〒849‑0918
（調基１）第478号
平成28年10月11日
佐薬482
佐賀市兵庫南１丁目２０−２４
（後発調３）第57号
平成30年 4月 1日
0952‑97‑8850 (0952‑97‑8879)
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
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141 01,4483,5
佐薬483

ハート薬局嘉瀬町店

〒840‑0862
佐賀市嘉瀬町扇町２３７９−１
0952‑28‑2785 (0952‑28‑2826)

（調基１）第483号
平成29年 1月 1日
（地支体）第3号
平成30年10月 1日
（後発調２）第112号
平成30年 5月 1日
（か薬）第351号
平成29年 1月 1日
（在薬）第711号
平成29年 1月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
142 01,4484,3
株式会社愛敬薬局嘉瀬 〒840‑0862
（調基１）第487号
平成29年 3月21日
佐薬484
町支店
佐賀市嘉瀬町扇町２４７７−１０
（後発調１）第120号
平成30年 6月 1日
0952294193
(0952294213)
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
143 01,4485,0
ＪＲ九州ドラッグイレ 〒840‑0833
（調基１）第497号
平成29年 7月 1日
佐薬485
ブン薬局 中ノ小路店 佐賀市中の小路７番２８号
（後発調１）第69号
平成30年 4月 1日
0952‑29‑2326 (0952‑29‑2326)
（か薬）第377号
平成29年 7月 1日
（在薬）第718号
平成29年 7月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
144 01,4486,8
神代薬局 八田店
〒840‑0013
（調基１）第503号
平成29年11月 1日
佐薬486
佐賀市北川副町新郷７３２−１
（在調）第99号
平成29年11月 1日
0952‑27‑9123 (0952‑24‑3110)
（在薬）第722号
平成29年11月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
145 01,4487,6
アサヒ薬局
〒849‑0906
（調基１）第504号
平成29年12月25日
佐薬487
佐賀市金立町金立２２１２−２７
（地支体）第4号
平成30年10月 1日
0952‑71‑8088 (0952‑98‑3436)
（後発調１）第14号
平成30年 4月 1日
（在調）第115号
平成30年 5月 1日
（か薬）第395号
平成29年12月25日
（在薬）第723号
平成29年12月25日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
146 01,4488,4
よしおか薬局 太田店 〒840‑2101
（調基１）第514号
平成30年 5月 1日
佐薬488
佐賀市諸富町大堂９１１−３
（地支体）第146号
平成30年10月 1日
0952‑47‑3322 (0952‑47‑3408)
（後発調２）第157号
平成30年 9月 1日
（か薬）第407号
平成30年 5月 1日
（在薬）第729号
平成30年 5月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
147 01,4489,2
溝上薬局 さが北警察 〒849‑0916
（調基１）第513号
平成30年 5月 1日
佐薬489
南店
佐賀市高木瀬町東高木２３１−１
（後発調３）第141号
平成30年 8月 1日
４
（在薬）第728号
平成30年 5月 1日
0952‑37‑1968 (0952‑37‑1969)
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
148 02,4003,9
有限会社 唐津薬局 〒847‑0051
（調基１）第119号
平成28年 4月 1日
唐薬3
唐津市中町１５１３番地２８
0955‑74‑6121
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
149 02,4052,6
イノウエ薬局船宮店 〒847‑0062
（調基１）第120号
平成28年 4月 1日
唐薬52
唐津市船宮町２５８７番地２４
（か薬）第60号
平成28年 4月 1日
0955‑74‑6588
（在薬）第386号
平成15年 8月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
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150 02,4058,3
唐薬58

有限会社
支店

唐津薬局東 〒847‑0017
（調基１）第245号
平成28年 4月 1日
唐津市東唐津３丁目１番１７号
（後発調３）第107号
平成30年 4月 1日
0955‑74‑3220 (0955‑74‑3220)
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
151 02,4074,0
ニコニコ薬局黒崎店 〒847‑0124
（調基１）第246号
平成28年 4月 1日
唐薬74
唐津市浦５０６３番地７
（後発調３）第81号
平成30年 4月 1日
0955‑72‑3000 (0955‑72‑3000)
（か薬）第204号
平成28年 4月 1日
（在薬）第178号
平成11年 7月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
152 02,4079,9
北川薬局坊主町店
〒847‑0056
（調基１）第247号
平成28年 4月 1日
唐薬79
唐津市坊主町４４５番地
（後発調１）第15号
平成30年 4月 1日
0955‑73‑7733 (0955‑58‑9773)
（在薬）第646号
平成26年 4月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
153 02,4086,4
薬局神田店
〒847‑0824
（調基１）第249号
平成28年 4月 1日
唐薬86
唐津市神田２２０２番地６０
（地支体）第147号
平成30年10月 1日
0955‑74‑1646 (0955‑74‑1678)
（在調）第79号
平成28年11月 1日
（か薬）第205号
平成28年 4月 1日
（在薬）第223号
平成11年10月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
154 02,4087,2
薬局一中通り店
〒847‑0816
（調基１）第250号
平成28年 4月 1日
唐薬87
唐津市新興町８０番
（在調）第80号
平成28年11月 1日
0955‑73‑5441 (0955‑58‑8153)
（在薬）第224号
平成11年10月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
155 02,4091,4
薬局城内店
〒847‑0013
（調基１）第251号
平成28年 4月 1日
唐薬91
唐津市南城内６７番地
（地支体）第85号
平成30年10月 1日
0955‑72‑3595 (0955‑74‑8263)
（在調）第81号
平成28年11月 1日
（か薬）第207号
平成28年 4月 1日
（在薬）第104号
平成 8年 9月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
156 02,4094,8
有限会社 唐津薬局用 〒847‑0075
（調基１）第252号
平成28年 4月 1日
唐薬94
尺支店
唐津市和多田用尺１２番３９号
（後発調１）第97号
平成30年 4月 1日
0955‑73‑3585 (0955‑73‑3563)
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
157 02,4095,5
みね薬局
〒847‑0002
（調基１）第121号
平成28年 4月 1日
唐薬95
唐津市山本１５４３番地
（後発調１）第56号
平成30年 4月 1日
0955‑78‑2480 (0955‑78‑2487)
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
158 02,4104,5
馬場薬局 和多田店 〒847‑0075
（調基１）第122号
平成28年 4月 1日
唐薬104
唐津市和多田用尺２９３９番地６
（後発調１）第28号
平成30年 4月 1日
0955‑73‑0834 (0955‑73‑3233)
（在薬）第135号
平成 9年 7月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
159 02,4110,2
株式会社 馬場薬局 〒847‑0041
（調基１）第123号
平成28年 4月 1日
唐薬110
唐津市千代田町２５８３番地３３
（在薬）第122号
平成 9年 4月 1日
0955‑73‑1144 (0955‑73‑1140)
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
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160 02,4111,0
唐薬111

有限会社
局

まつばら薬 〒847‑0022
唐津市鏡２９０４番地２
0955‑77‑1294 (0955‑77‑1294)

（調基１）第253号
平成28年 4月 1日
（地支体）第56号
平成30年 4月 1日
（後発調３）第128号
平成30年 7月 1日
（在調）第36号
平成24年 7月 1日
（か薬）第208号
平成28年 4月 1日
（在薬）第102号
平成 8年 8月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
161 02,4112,8
山内薬局
〒847‑0045
（調基１）第29号
平成28年 4月 1日
唐薬112
唐津市京町１７０１番地５
（在薬）第210号
平成11年 9月 1日
0955‑72‑2826
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
162 02,4115,1
有限会社 まつばら薬 〒847‑0873
（調基１）第508号
平成30年 4月 1日
唐薬115
局 西唐津店
唐津市海岸通７１８２番地７８
（後発調３）第70号
平成30年 4月 1日
0955‑74‑7648 (0955‑74‑1608)
（か薬）第210号
平成28年 4月 1日
（在薬）第132号
平成 9年 5月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
163 02,4117,7
順天堂薬局
〒847‑0012
（調基１）第74号
平成28年 4月 1日
唐薬117
唐津市大名小路５番１号
（後発調２）第36号
平成30年 4月 1日
0955‑70‑1567 (0955‑70‑1566)
（か薬）第8号
平成28年 4月 1日
（在薬）第209号
平成11年 9月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
164 02,4119,3
北川薬局 和多田店 〒847‑0074
（調基１）第255号
平成28年 4月 1日
唐薬119
唐津市和多田先石７番７０号
（後発調２）第139号
平成30年 8月 1日
0955‑70‑2080 (0955‑70‑2081)
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
165 02,4120,1
有限会社 まつばら薬 〒847‑0062
（調基１）第256号
平成28年 4月 1日
唐薬120
局外町店
唐津市船宮町２２４７番地１
（地支体）第57号
平成30年 4月 1日
0955‑72‑0668
（後発調３）第108号
平成30年 5月 1日
（在調）第110号
平成30年 4月 1日
（か薬）第136号
平成28年 4月 1日
（在薬）第501号
平成20年 2月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
166 02,4121,9
薬局 大手小路店 〒847‑0013
（調基１）第257号
平成28年 4月 1日
唐薬121
唐津市南城内３番３６号
（地支体）第86号
平成30年10月 1日
0955‑72‑6498 (0955‑72‑6517)
（在調）第82号
平成28年11月 1日
（か薬）第211号
平成28年 4月 1日
（在薬）第226号
平成11年10月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
167 02,4122,7
株式会社 アガペ鏡山 〒847‑0022
（調基３イ）第4号
平成30年 4月 1日
唐薬122
薬局
唐津市鏡４６２０番地１
（後発調３）第58号
平成30年 4月 1日
0955‑70‑6133 (0955‑70‑6117)
（か薬）第310号
平成28年 4月 1日
（在薬）第245号
平成12年 2月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
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168 02,4124,3
唐薬124

薬局

栄町店

〒847‑0011
唐津市栄町２５８２番地３
0955‑70‑2225 (0955‑70‑2226)

（調基１）第258号
平成28年 4月 1日
（地支体）第87号
平成30年10月 1日
（後発調２）第160号
平成30年 9月 1日
（在調）第61号
平成28年 4月 1日
（か薬）第212号
平成28年 4月 1日
（在薬）第227号
平成11年10月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
169 02,4125,0
山下町つばさ薬局
〒847‑0842
（調基１）第32号
平成28年 4月 1日
唐薬125
唐津市山下町１１３５
（在薬）第205号
平成11年 9月 1日
0955‑70‑2255 (0955‑70‑2250)
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
170 02,4126,8
めぐみ薬局
〒847‑0822
（調基１）第24号
平成28年 4月 1日
唐薬126
唐津市長谷５番地
（後発調３）第27号
平成30年 4月 1日
0955‑75‑5058
（在薬）第197号
平成11年 9月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
171 02,4128,4
山下至誠堂薬局 千代 〒847‑0041
（調基１）第259号
平成28年 4月 1日
唐薬128
田店
唐津市千代田町２５８３番地２９
（地支体）第88号
平成30年 4月 1日
0955‑72‑2828
（か薬）第213号
平成28年 4月 1日
（在薬）第353号
平成14年 6月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
172 02,4129,2
山下至誠堂薬局 山本 〒847‑0002
（調基１）第260号
平成28年 4月 1日
唐薬129
店
唐津市山本１５６９番地３
（後発調３）第82号
平成30年 4月 1日
0955‑78‑2483
（か薬）第214号
平成28年 4月 1日
（在薬）第354号
平成14年 6月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
173 02,4130,0
山下至誠堂薬局 菜畑 〒847‑0844
（調基１）第261号
平成28年 4月 1日
唐薬130
店
唐津市菜畑３６１３番地３
（地支体）第89号
平成30年 4月 1日
0955‑75‑3678 (0955‑75‑3706)
（後発調２）第86号
平成30年 4月 1日
（か薬）第215号
平成28年 4月 1日
（在薬）第228号
平成11年10月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
174 02,4133,4
健栄薬局
〒847‑0011
（調基２）第22号
平成30年 4月 1日
唐薬133
唐津市栄町２５７６番地１
（在薬）第296号
平成14年 5月 1日
0955‑70‑0232 (0955‑70‑0236)
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
175 02,4135,9
薬局 生駒店
〒847‑0022
（調基１）第262号
平成28年 4月 1日
唐薬135
唐津市鏡２６５３番地１
（地支体）第168号
平成30年 9月 1日
0955‑70‑6560
（在調）第85号
平成28年11月 1日
（か薬）第216号
平成28年 4月 1日
（在薬）第292号
平成14年 5月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
176 02,4137,5
あさひ薬局 松南店 〒847‑0021
（調基１）第263号
平成28年 4月 1日
唐薬137
唐津市鏡北新開３２５８番地２
（地支体）第73号
平成30年10月 1日
0955‑77‑6020 (0955‑77‑6021)
（か薬）第332号
平成28年 7月 1日
（在薬）第347号
平成14年 5月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

[佐賀県]
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177 02,4138,3
唐薬138

馬場薬局

海岸店

〒847‑0873
唐津市海岸通７１８２番地４４１
0955‑73‑3236 (0955‑72‑4941)

（調基１）第124号
平成28年 4月 1日
（後発調３）第16号
平成30年 4月 1日
（か薬）第414号
平成30年 7月 1日
（在薬）第281号
平成13年 8月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
178 02,4139,1
町田薬局
〒847‑0821
（調基１）第264号
平成28年 4月 1日
唐薬139
唐津市町田１丁目８番５号前田ビ
（後発調１）第129号
平成30年 7月 1日
ル１Ｆ
（在薬）第349号
平成14年 5月 1日
0955‑75‑1567 (0955‑75‑1569)
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
179 02,4147,4
イノウエ薬局
〒847‑0081
（調基１）第125号
平成28年 4月 1日
唐薬147
唐津市和多田南先石８番１号
（後発調１）第43号
平成30年 4月 1日
0955‑74‑1428 (0955‑74‑1430)
（在薬）第389号
平成15年 8月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
180 02,4148,2
あさひ薬局 山本店 〒847‑0002
（調基１）第265号
平成28年 4月 1日
唐薬148
唐津市山本１３９６番地
（地支体）第60号
平成30年10月 1日
0955‑70‑3060 (0955‑70‑3060)
（後発調１）第70号
平成30年 4月 1日
（か薬）第217号
平成28年 4月 1日
（在薬）第603号
平成24年 4月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
181 02,4151,6
チヨダ薬局
〒847‑0011
（調基１）第458号
平成28年 4月 1日
唐薬151
唐津市栄町２５６９番地１３
（後発調２）第97号
平成30年 4月 1日
0955‑74‑5457 (0955‑74‑5457)
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
182 02,4152,4
セレン薬局
〒847‑0821
（調基１）第126号
平成28年 4月 1日
唐薬152
唐津市町田１８０３番地１
（後発調３）第28号
平成30年 4月 1日
0955‑75‑3116 (0955‑53‑9499)
（在薬）第460号
平成18年 6月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
183 02,4153,2
薬局 大名小路店 〒847‑0012
（調基１）第266号
平成28年 4月 1日
唐薬153
唐津市大名小路７１番地
（地支体）第90号
平成30年10月 1日
0955‑79‑4770 (0955‑79‑4769)
（後発調２）第87号
平成30年 4月 1日
（在調）第78号
平成28年10月 1日
（か薬）第218号
平成28年 4月 1日
（在薬）第453号
平成18年 3月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
184 02,4156,5
きたはた薬局
〒847‑1201
（調基１）第58号
平成28年 4月 1日
唐薬156
唐津市北波多徳須恵１１９８番地
（地支体）第17号
平成30年10月 1日
２
（後発調２）第44号
平成30年 4月 1日
0955‑51‑2186
（か薬）第10号
平成28年 4月 1日
（在薬）第464号
平成18年 8月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
185 02,4158,1
有限会社 酒井薬局 〒849‑5122
（調基１）第127号
平成28年 4月 1日
唐薬158
唐津バイパス店
唐津市浜玉町横田下９３７番地３
（地支体）第37号
平成30年10月 1日
0955‑70‑5566 (0955‑70‑5565)
（後発調３）第59号
平成30年 4月 1日
（在調）第43号
平成26年 4月 1日
（か薬）第63号
平成28年 4月 1日
（在薬）第458号
平成18年 5月 1日

[佐賀県]
[平成30年10月 1日現在

薬局]

届出受理医療機関名簿
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22 頁
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186 02,4159,9
唐薬159

山下至誠堂薬局
店

神田 〒847‑0824
唐津市神田２０６９番地１
0955‑75‑4338 (0955‑75‑4358)

（調基１）第267号
平成28年 4月 1日
（後発調２）第153号
平成30年 9月 1日
（か薬）第375号
平成29年 7月 1日
（在薬）第465号
平成18年 8月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
187 02,4160,7
べにばな薬局
〒847‑0876
（調基１）第128号
平成28年 4月 1日
唐薬160
唐津市南富士見町６番２３号
0955‑70‑1881 (0955‑70‑1882)
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
188 02,4161,5
健湊薬局
〒847‑0133
（調基１）第129号
平成28年 4月 1日
唐薬161
唐津市湊町７７１番１
（地支体）第91号
平成30年10月 1日
0955‑79‑1010 (0955‑79‑1212)
（後発調３）第99号
平成30年 4月 1日
（か薬）第64号
平成28年 4月 1日
（在薬）第467号
平成18年10月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
189 02,4163,1
健和薬局
〒847‑0075
（調基１）第130号
平成28年 4月 1日
唐薬163
唐津市和多田用尺３８４１番地１
（地支体）第92号
平成30年10月 1日
0955‑79‑5666
（後発調３）第98号
平成30年 4月 1日
（在調）第94号
平成29年 8月 1日
（か薬）第331号
平成28年 7月 1日
（在薬）第483号
平成19年 5月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
190 02,4164,9
らいふ薬局 唐津東町 〒847‑0063
（調基１）第302号
平成28年 4月 1日
唐薬164
店
唐津市東町１９番地８
（地支体）第7号
平成30年 4月 1日
0955‑65‑9777
（後発調２）第30号
平成30年 4月 1日
（在調）第90号
平成29年 3月 1日
（か薬）第365号
平成29年 5月 1日
（在薬）第484号
平成19年 5月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
191 02,4165,6
あさひ薬局 からつ駅 〒847‑0053
（調基１）第268号
平成28年 4月 1日
唐薬165
前店
唐津市紺屋町１６７１番地４
（地支体）第61号
平成30年10月 1日
0955‑70‑0370 (0955‑70‑0371)
（か薬）第322号
平成28年 6月 1日
（在薬）第498号
平成19年12月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
192 02,4167,2
あさひ薬局 本店
〒847‑0841
（調基１）第269号
平成28年 4月 1日
唐薬167
唐津市朝日町１０５７番地１９
（後発調２）第133号
平成30年 7月 1日
0955‑75‑3005 (0955‑75‑3014)
（か薬）第219号
平成28年 4月 1日
（在薬）第536号
平成21年 6月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
193 02,4168,0
山下至誠堂薬局 浜玉 〒849‑5131
（調基１）第270号
平成28年 4月 1日
唐薬168
店
唐津市浜玉町浜崎大西１０５０番
（か薬）第220号
平成28年 4月 1日
地１
0955‑70‑5310 (0955‑70‑5315)
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
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194 02,4169,8
唐薬169

健栄さかえ町薬局

〒847‑0011
唐津市栄町２５７８番地１６
0955‑58‑9233

（調基１）第131号
平成28年 4月 1日
（地支体）第93号
平成30年10月 1日
（後発調１）第87号
平成30年 4月 1日
（か薬）第309号
平成28年 5月 1日
（在薬）第565号
平成23年 6月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
195 02,4170,6
あさひ薬局 市民グラ 〒847‑0082
（調基１）第271号
平成28年 4月 1日
唐薬170
ウンド前店
唐津市和多田天満町１丁目４１２
（後発調３）第129号
平成30年 7月 1日
６
（か薬）第221号
平成28年 4月 1日
0955‑58‑9123 (0955‑58‑9122)
（在薬）第576号
平成23年 9月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
196 02,4172,2
しろくま薬局 本店 〒847‑0861
（調基１）第80号
平成28年 4月 1日
唐薬172
唐津市二タ子４７５１番地３
（地支体）第94号
平成30年10月 1日
0955‑53‑8131 (0955‑74‑8831)
（後発調２）第154号
平成30年 9月 1日
（か薬）第393号
平成29年12月 1日
（在薬）第589号
平成24年 3月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
197 02,4173,0
馬場薬局 浜崎店
〒849‑5131
（調基１）第132号
平成28年 4月 1日
唐薬173
唐津市浜玉町浜崎６１１番８
（在薬）第593号
平成24年 4月 1日
0955‑56‑7088
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
198 02,4174,8
しろくま薬局 東城内 〒847‑0041
（調基１）第79号
平成28年 4月 1日
唐薬174
店
唐津市千代田町２１０９−１１０
（地支体）第122号
平成30年10月 1日
0955‑58‑9631 (0955‑73‑2885)
（後発調３）第100号
平成30年 4月 1日
（か薬）第275号
平成28年 4月 1日
（在薬）第610号
平成24年 8月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
199 02,4177,1
かわぞえ薬局
〒847‑0085
（調基１）第272号
平成28年 4月 1日
唐薬177
唐津市和多田本村２８５９番２
（か薬）第65号
平成28年 4月 1日
0955‑75‑7287 (0955‑75‑7286)
（在薬）第630号
平成25年 7月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
200 02,4179,7
薬局 市役所通り店 〒847‑0055
（調基１）第273号
平成28年 4月 1日
唐薬179
唐津市刀町１５３１−１
（地支体）第95号
平成30年10月 1日
0955‑79‑7700 (0955‑79‑7711)
（後発調１）第102号
平成30年 4月 1日
（在調）第86号
平成28年12月 1日
（か薬）第222号
平成28年 4月 1日
（在薬）第634号
平成25年10月15日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
201 02,4180,5
山下至誠堂薬局 中央 〒847‑0303
（調基１）第274号
平成28年 4月 1日
唐薬180
店
唐津市呼子町呼子３７５５−３
（地支体）第96号
平成30年 4月 1日
0955‑82‑3320 (0955‑82‑3320)
（か薬）第361号
平成29年 4月 1日
（在薬）第641号
平成26年 1月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

[佐賀県]
[平成30年10月 1日現在

薬局]

届出受理医療機関名簿

平成30年10月 1日作成

24 頁

医療機関所在地
項番

医療機関番号

医療機関名称

病床数

受理番号

算定開始年月日

備 考

電話番号(ＦＡＸ番号)

202 02,4181,3
唐薬181

ロングサン薬局
小路店

大名 〒847‑0012
唐津市大名小路３０８−６ 中央
ビル１階
0955‑75‑3320 (0955‑75‑3320)

（調基１）第133号
平成28年 4月 1日
（地支体）第38号
平成30年10月 1日
（後発調３）第109号
平成30年 5月 1日
（か薬）第66号
平成28年 4月 1日
（在薬）第661号
平成26年10月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
203 02,4182,1
クローバー薬局
〒847‑0056
（調基１）第275号
平成28年 4月 1日
唐薬182
唐津市坊主町５１９−１
（後発調２）第9号
平成30年 4月 1日
0955‑58‑8577 (0955‑58‑8578)
（在調）第62号
平成28年 4月 1日
（在薬）第685号
平成28年 1月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
204 02,4183,9
しろくま薬局 鏡店 〒847‑0022
（調基１）第81号
平成28年 4月 1日
唐薬183
唐津市鏡２５３７番地１
（地支体）第133号
平成30年10月 1日
0955‑58‑8880 (0955‑58‑8881)
（後発調１）第94号
平成30年 4月 1日
（か薬）第405号
平成30年 4月 1日
（在薬）第667号
平成27年 3月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
205 02,4184,7
薬局 刀町店
〒847‑0052
（調基１）第471号
平成28年 6月13日
唐薬184
唐津市呉服町１８２５−２
（地支体）第97号
平成30年10月 1日
0955‑70‑1428 (0955‑70‑1427)
（在調）第83号
平成28年11月 1日
（か薬）第328号
平成28年 6月13日
（在薬）第699号
平成28年 6月13日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
206 02,4185,4
はる薬局
〒847‑0031
（調基３ロ）第8号
平成30年 4月 1日
唐薬185
唐津市原９１７番地
（後発調２）第88号
平成30年 4月 1日
0955‑77‑2316 (0955‑77‑2862)
（か薬）第347号
平成28年11月 1日
（在薬）第698号
平成28年 6月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
207 02,4186,2
一般社団法人唐津東松 〒847‑0000
（調基２）第17号
平成30年 4月 1日
唐薬186
浦薬剤師会薬局
唐津市和多田２４３３−１
（後発調２）第107号
平成30年 4月 1日
0955‑70‑1533 (0955‑70‑1550)
（薬菌）第4号
平成28年 8月 1日
（在調）第75号
平成28年 8月 1日
（か薬）第338号
平成28年 8月 1日
（在薬）第704号
平成28年 8月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
208 02,4187,0
あさひ薬局 相知店 〒849‑3201
（調基１）第479号
平成28年10月 1日
唐薬187
唐津市相知町相知３０５６−１
（後発調２）第113号
平成30年 5月 1日
0955‑51‑8350 (0955‑51‑8351)
（か薬）第401号
平成30年 4月 1日
（在薬）第707号
平成28年10月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
209 02,4188,8
あさひ薬局 キャロッ 〒849‑5131
（調基１）第498号
平成29年 7月 1日
唐薬188
ト浜玉店
唐津市浜玉町浜崎２２４
（地支体）第62号
平成30年10月 1日
0955‑70‑5280 (0955‑70‑5280)
（後発調１）第140号
平成30年 9月 1日
（か薬）第378号
平成29年 7月 1日
（在薬）第719号
平成29年 7月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

[佐賀県]
[平成30年10月 1日現在

薬局]

届出受理医療機関名簿

平成30年10月 1日作成

25 頁

医療機関所在地
項番

医療機関番号

医療機関名称

病床数

受理番号

算定開始年月日

備 考

電話番号(ＦＡＸ番号)

210 02,4189,6
唐薬189

有限会社まつばら薬局 〒847‑0014
（調基１）第509号
平成30年 4月 1日
中央店
唐津市西城内５−１４−２
（後発調３）第130号
平成30年 7月 1日
0955‑58‑8462 (0955‑58‑8472)
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
211 02,4191,2
山下至誠堂薬局 肥前 〒847‑1526
（調基１）第515号
平成30年 6月 1日
唐薬191
店
唐津市肥前町入野甲１９６１−１
（後発調３）第145号
平成30年 9月 1日
８
0955‑51‑6233 (0955‑51‑6232)
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
212 03,4034,2
有限会社 ひかり薬局 〒841‑0052
（調基１）第62号
平成28年 4月 1日
鳥薬34
鳥栖市宿町１０４１番地１
（後発調３）第8号
平成30年 4月 1日
0942‑83‑3371 (0942‑85‑0127)
（か薬）第12号
平成28年 4月 1日
（在薬）第95号
平成 8年 7月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
213 03,4041,7
溝上薬局 宿町店
〒841‑0052
（調基３イ）第14号
平成30年 4月 1日
鳥薬41
鳥栖市宿町１４５３番地１０
（か薬）第223号
平成28年 4月 1日
0942‑84‑0551 (0942‑87‑3211)
（在薬）第70号
平成 7年 6月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
214 03,4042,5
福田調剤薬局
〒841‑0072
（調基１）第135号
平成28年 4月 1日
鳥薬42
鳥栖市村田町３０７番地９９
（後発調３）第37号
平成30年 4月 1日
0942‑84‑1420 (0942‑84‑1420)
（か薬）第68号
平成28年 4月 1日
（在薬）第591号
平成24年 4月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
215 03,4045,8
有限会社 サカエ薬局 〒841‑0047
（調基１）第137号
平成28年 4月 1日
鳥薬45
鳥栖市今泉町２４５１番地１
（後発調１）第88号
平成30年 4月 1日
0942‑84‑5073
（か薬）第349号
平成28年12月 1日
（在薬）第57号
平成 7年 4月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
216 03,4048,2
さつき薬局
〒841‑0004
（調基１）第276号
平成28年 4月 1日
鳥薬48
鳥栖市神辺町１２７３番地
（後発調３）第138号
平成30年 8月 1日
0942‑82‑3931 (0942‑82‑3931)
（か薬）第69号
平成28年 4月 1日
（在薬）第390号
平成15年 8月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
217 03,4049,0
いちご薬局
〒841‑0052
（調基１）第70号
平成28年 4月 1日
鳥薬49
鳥栖市宿町１２６３番地７
（後発調３）第29号
平成30年 4月 1日
0942‑84‑4308 (0942‑84‑4370)
（か薬）第13号
平成28年 4月 1日
（在薬）第339号
平成14年 5月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
218 03,4055,7
こぐま薬局
〒841‑0072
（調基１）第78号
平成28年 4月 1日
鳥薬55
鳥栖市村田町１２８番地４
（後発調３）第30号
平成30年 4月 1日
0942‑85‑0455 (0942‑85‑0455)
（か薬）第14号
平成28年 4月 1日
（在薬）第146号
平成10年 2月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
219 03,4056,5
ミズキ薬局
〒841‑0071
（調基１）第138号
平成28年 4月 1日
鳥薬56
鳥栖市原古賀町８６０番地２
（後発調２）第158号
平成30年 9月 1日
0942‑85‑1415 (0942‑85‑1415)
（か薬）第415号
平成30年 8月 1日
（在薬）第261号
平成12年 5月 1日

[佐賀県]
[平成30年10月 1日現在

薬局]

届出受理医療機関名簿

平成30年10月 1日作成
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220 03,4057,3
鳥薬57

いちむら薬局

〒841‑0051
鳥栖市元町１０９２番地６
0942‑81‑3375

（調基１）第33号
平成28年 4月 1日
（後発調３）第4号
平成30年 4月 1日
（か薬）第70号
平成28年 4月 1日
（在薬）第340号
平成14年 5月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
221 03,4058,1
一光堂薬局
〒841‑0031
（調基１）第277号
平成28年 4月 1日
鳥薬58
鳥栖市鎗田町２８８番地１
（地支体）第63号
平成30年10月 1日
0942‑85‑3939
（後発調３）第71号
平成30年 4月 1日
（在調）第68号
平成28年 4月 1日
（か薬）第71号
平成28年 4月 1日
（在薬）第250号
平成12年 4月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
222 03,4060,7
あおば薬局
〒841‑0056
（調基１）第139号
平成28年 4月 1日
鳥薬60
鳥栖市蔵上４丁目３２４番地
（後発調３）第131号
平成30年 7月 1日
0942‑81‑5517 (0942‑81‑5515)
（か薬）第369号
平成29年 6月 1日
（在薬）第407号
平成16年 4月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
223 03,4062,3
はらこが薬局
〒841‑0071
（調基１）第278号
平成28年 4月 1日
鳥薬62
鳥栖市原古賀町１２００番地１
（後発調３）第38号
平成30年 4月 1日
0942‑81‑2161 (0942‑81‑2167)
（か薬）第72号
平成28年 4月 1日
（在薬）第294号
平成14年 5月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
224 03,4065,6
とまと薬局 鳥栖店 〒841‑0052
（調基１）第279号
平成28年 4月 1日
鳥薬65
鳥栖市宿町９９４番地８
（地支体）第98号
平成30年10月 1日
0942‑87‑8750
（後発調３）第83号
平成30年 4月 1日
（か薬）第179号
平成28年 4月 1日
（在薬）第303号
平成14年 5月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
225 03,4066,4
きりん薬局
〒841‑0004
（調基１）第87号
平成28年 4月 1日
鳥薬66
鳥栖市神辺町５７番４号
（後発調１）第141号
平成30年 9月 1日
0942‑84‑7176
（か薬）第15号
平成28年 4月 1日
（在薬）第321号
平成14年 5月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
226 03,4068,0
有限会社 青木薬局 〒841‑0017
（調基１）第280号
平成28年 4月 1日
鳥薬68
田代店
鳥栖市田代大官町７９９番地６
（後発調２）第129号
平成30年 7月 1日
0942‑87‑3303 (0942‑87‑3302)
（か薬）第73号
平成28年 4月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
227 03,4069,8
株式会社 大賀薬局 〒841‑0005
（調基１）第281号
平成28年 4月 1日
鳥薬69
弥生ヶ丘店
鳥栖市弥生が丘二丁目１４４番地
（後発調２）第98号
平成30年 4月 1日
0942‑87‑3415 (0942‑87‑3416)
（在調）第12号
平成24年 4月 1日
（在薬）第322号
平成14年 5月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
228 03,4070,6
もくば薬局 本町店 〒841‑0037
（調基１）第282号
平成28年 4月 1日
鳥薬70
鳥栖市本町１丁目９３６番地１
（後発調３）第9号
平成30年 4月 1日
0942‑84‑0201 (0942‑84‑0201)
（か薬）第74号
平成28年 4月 1日
（在薬）第366号
平成14年 8月 1日

[佐賀県]
[平成30年10月 1日現在
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229 03,4072,2
鳥薬72

東町

わたや薬局

〒841‑0035
鳥栖市東町１丁目１０２０番地
0942‑81‑3039 (0942‑81‑3053)

（調基１）第283号
平成28年 4月 1日
（地支体）第64号
平成30年 4月 1日
（在調）第4号
平成24年 4月 1日
（か薬）第130号
平成28年 4月 1日
（在薬）第387号
平成15年 8月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
230 03,4073,0
メイプル薬局
〒841‑0056
（調基１）第140号
平成28年 4月 1日
鳥薬73
鳥栖市蔵上２丁目２１６番地
（後発調３）第110号
平成30年 5月 1日
0942‑81‑3832 (0942‑81‑3803)
（か薬）第75号
平成28年 4月 1日
（在薬）第406号
平成16年 4月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
231 03,4075,5
薬局 ぞうさんのくす 〒841‑0063
（調基１）第69号
平成28年 4月 1日
鳥薬75
り箱
鳥栖市下野町３０９７番地３
（後発調３）第39号
平成30年 4月 1日
0942‑81‑5007 (0942‑81‑5007)
（在薬）第436号
平成17年 2月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
232 03,4076,3
くらのうえ薬局
〒841‑0056
（調基１）第284号
平成28年 4月 1日
鳥薬76
鳥栖市蔵上４丁目１９５番地
（後発調３）第132号
平成30年 7月 1日
0942‑81‑5192
（在薬）第503号
平成20年 3月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
233 03,4078,9
コーヨー薬局 鳥栖店 〒841‑0052
（調基１）第285号
平成28年 4月 1日
鳥薬78
鳥栖市宿町９８６番地２
（後発調１）第95号
平成30年 4月 1日
0942‑87‑5733 (0942‑87‑5733)
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
234 03,4081,3
すむのさと薬局
〒841‑0044
（調基１）第286号
平成28年 4月 1日
鳥薬81
鳥栖市高田町２０６番地５
（後発調３）第114号
平成30年 6月 1日
0942‑87‑3800 (0942‑87‑3801)
（在調）第13号
平成24年 4月 1日
（在薬）第463号
平成18年 8月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
235 03,4084,7
さかい薬局 鳥栖店 〒841‑0062
（調基１）第287号
平成28年 4月 1日
鳥薬84
鳥栖市幸津町１７６３番地９
（地支体）第18号
平成30年10月 1日
0942‑82‑7722 (0942‑48‑0720)
（後発調３）第115号
平成30年 6月 1日
（在調）第107号
平成30年 4月 1日
（か薬）第125号
平成28年 4月 1日
（在薬）第548号
平成22年 8月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
236 03,4085,4
ファイン薬局
〒841‑0025
（調基１）第141号
平成28年 4月 1日
鳥薬85
鳥栖市曽根崎町字村中２３７４番
（後発調１）第52号
平成30年 4月 1日
地
（か薬）第76号
平成28年 4月 1日
0942‑48‑5234 (0942‑48‑5234)
（在薬）第526号
平成20年10月20日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
237 03,4086,2
わたや薬局
〒841‑0005
（調基１）第288号
平成28年 4月 1日
鳥薬86
鳥栖市弥生が丘２丁目２０番地
（地支体）第65号
平成30年 4月 1日
0942‑82‑3283 (0942‑85‑0854)
（後発調１）第74号
平成30年 4月 1日
（在調）第63号
平成28年 4月 1日
（か薬）第129号
平成28年 4月 1日
（在薬）第527号
平成20年11月 1日
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238 03,4087,0
鳥薬87

けやき薬局

〒841‑0083
鳥栖市古賀町３６０番地３
0942‑85‑3841 (0942‑84‑2477)

（調基１）第428号
平成28年 4月 1日
（地支体）第134号
平成30年10月 1日
（後発調３）第31号
平成30年 4月 1日
（か薬）第307号
平成28年 4月 1日
（在薬）第539号
平成21年 9月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
239 03,4089,6
とんぼ薬局
〒841‑0034
（調基１）第17号
平成28年 4月 1日
鳥薬89
鳥栖市京町７９１番地１
（地支体）第156号
平成30年10月 1日
0942‑85‑8190 (0942‑85‑8189)
（後発調２）第13号
平成30年 4月 1日
（か薬）第388号
平成29年10月 1日
（在薬）第575号
平成23年 9月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
240 03,4090,4
ひとみ薬局
〒841‑0081
（調基１）第59号
平成28年 4月 1日
鳥薬90
鳥栖市萱方町１９１−２
0942‑85‑9415
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
241 03,4091,2
はる町薬局
〒841‑0024
（調基３ロ）第5号
平成30年 4月 1日
鳥薬91
鳥栖市原町字笹尾１０６９番４
（在薬）第581号
平成23年10月 1日
0942‑87‑7505 (0942‑87‑7506)
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
242 03,4095,3
溝上薬局 弥生が丘店 〒841‑0005
（調基３イ）第15号
平成30年 4月 1日
鳥薬95
鳥栖市弥生が丘五丁目２２２番
（在薬）第636号
平成25年11月 1日
0942‑50‑5600 (0942‑50‑8087)
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
243 03,4096,1
溝上薬局 原町店
〒841‑0024
（調基３イ）第16号
平成30年 4月 1日
鳥薬96
鳥栖市原町６７０−１
（後発調２）第14号
平成30年 4月 1日
0942‑50‑8342 (0942‑50‑8349)
（か薬）第276号
平成28年 4月 1日
（在薬）第640号
平成26年 1月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
244 03,4097,9
クローバ薬局
〒841‑0052
（調基１）第25号
平成28年 4月 1日
鳥薬97
鳥栖市宿町１２４７番地５
（後発調３）第10号
平成30年 4月 1日
0942‑85‑8551 (0942‑85‑8551)
（か薬）第16号
平成28年 4月 1日
（在薬）第647号
平成26年 4月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
245 03,4098,7
モリ薬局鳥栖蔵上店 〒841‑0056
（調基１）第290号
平成28年 4月 1日
鳥薬98
鳥栖市蔵上３−１６２
（後発調２）第161号
平成30年 9月 1日
0942‑82‑7067 (0942‑82‑7067)
（在薬）第648号
平成26年 4月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
246 03,4099,5
ひのき薬局
〒841‑0061
（調基２）第23号
平成30年 4月 1日
鳥薬99
鳥栖市轟木町１５０９−２
（後発調２）第89号
平成30年 4月 1日
0942‑85‑9446 (0942‑85‑9025)
（か薬）第78号
平成28年 4月 1日
（在薬）第688号
平成28年 3月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
247 03,4100,1
いなみつ薬局 元町店 〒841‑0051
（調基１）第143号
平成28年 4月 1日
鳥薬100
鳥栖市元町１３２８−５
（後発調１）第30号
平成30年 4月 1日
0942‑50‑5732 (0942‑50‑5731)
（か薬）第412号
平成30年 7月 1日
（在薬）第664号
平成26年11月 1日
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248 03,4103,5
鳥薬103

サンアイ薬局
店

あさひ 〒841‑0067
鳥栖市西田町２１１番地
0942‑50‑8062 (0942‑50‑8063)

（調基１）第291号
平成28年 4月 1日
（地支体）第142号
平成30年 4月 1日
（後発調３）第101号
平成30年 4月 1日
（在調）第52号
平成27年10月 1日
（か薬）第343号
平成28年10月 1日
（在薬）第671号
平成27年 4月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
249 03,4104,3
きらり薬局 鳥栖店 〒841‑0081
（調基１）第292号
平成28年 4月 1日
鳥薬104
鳥栖市萱方町１０９−８
（在調）第54号
平成27年11月 1日
0942‑50‑9803 (0942‑50‑9804)
（在薬）第679号
平成27年 8月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
250 03,4106,8
もみの木薬局
〒841‑0048
（調基１）第294号
平成28年 4月 1日
鳥薬106
鳥栖市藤木町１４５０−５
（か薬）第370号
平成29年 6月 1日
0942‑87‑3023 (0942‑50‑8073)
（在薬）第689号
平成28年 3月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
251 03,4107,6
さくら薬局 鳥栖轟木 〒841‑0061
（調基３ロ）第7号
平成30年 4月 1日
鳥薬107
店
鳥栖市轟木町１５０７−８
（後発調２）第75号
平成30年 4月 1日
0942‑84‑6282 (0942‑50‑8066)
（在薬）第691号
平成28年 4月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
252 03,4108,4
てんびん薬局
〒841‑0081
（調基１）第476号
平成28年 8月 1日
鳥薬108
鳥栖市萱方町１３２−７
（後発調２）第15号
平成30年 4月 1日
0942‑84‑6401 (0942‑84‑6403)
（在調）第106号
平成30年 4月 1日
（在薬）第703号
平成28年 8月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
253 03,4109,2
フルール薬局
〒841‑0035
（調基１）第480号
平成28年10月 1日
鳥薬109
鳥栖市東町１−１０２２−１
（後発調１）第2号
平成30年 4月 1日
0942‑85‑2606 (0942‑85‑2600)
（在薬）第708号
平成28年10月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
254 03,4110,0
本鳥栖薬局
〒841‑0026
（調基１）第489号
平成29年 4月 1日
鳥薬110
鳥栖市本鳥栖町６３３番地４５
（地支体）第19号
平成30年10月 1日
0942‑87‑3588 (0942‑87‑3650)
（在調）第108号
平成30年 4月 1日
（か薬）第398号
平成30年 3月 1日
（在薬）第716号
平成29年 4月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
255 03,4111,8
メロディー薬局
〒841‑0046
（調基１）第494号
平成29年 4月 1日
鳥薬111
鳥栖市真木町１９８８−８
（地支体）第39号
平成30年10月 1日
0942‑50‑9505 (0942‑82‑6280)
（後発調３）第60号
平成30年 4月 1日
（か薬）第359号
平成29年 4月 1日
（在薬）第715号
平成29年 4月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
256 03,4112,6
鎗田薬局
〒841‑0031
（調基１）第506号
平成30年 2月 1日
鳥薬112
鳥栖市鎗田町２８２番地１
0942‑84‑0363 (0942‑84‑0607)
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
257 03,4113,4
サンドラッグ弥生が丘 〒841‑0005
（調基１）第517号
平成30年 9月 1日
鳥薬113
薬局
鳥栖市弥生が丘１−３２
（在薬）第734号
平成30年 9月 1日
0942‑81‑3522 (0942‑81‑3523)
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258 04,4026,6
多薬26

中山薬局

〒846‑0002
（調基１）第60号
平成28年 4月 1日
多久市北多久町小侍６０８番地９
（後発調２）第16号
平成30年 4月 1日
0952‑75‑2330 (0952‑75‑2330)
（在薬）第342号
平成14年 5月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
259 04,4028,2
片桐薬局京町店
〒846‑0002
（調基１）第144号
平成28年 4月 1日
多薬28
多久市北多久町大字小侍６０２番
（後発調３）第40号
平成30年 4月 1日
地８
（在薬）第293号
平成14年 5月 1日
0952‑74‑2112
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
260 04,4033,2
アイ薬局 東多久店 〒846‑0012
（調基１）第305号
平成28年 4月 1日
多薬33
多久市東多久町大字別府５３２０
（地支体）第66号
平成30年10月 1日
番地
（後発調１）第75号
平成30年 4月 1日
0952‑76‑3763 (0952‑76‑3776)
（在調）第27号
平成24年 4月 1日
（か薬）第277号
平成28年 4月 1日
（在薬）第355号
平成14年 6月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
261 04,4034,0
溝上薬局 多久店
〒846‑0002
（調基３イ）第17号
平成30年 4月 1日
多薬34
多久市北多久町大字小侍４３番地
（後発調２）第17号
平成30年 4月 1日
３６
（か薬）第419号
平成30年 9月 1日
0952‑71‑9333 (0952‑71‑9334)
（在薬）第192号
平成11年 8月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
262 04,4038,1
スピカ薬局
〒846‑0002
（調基１）第90号
平成28年 4月 1日
多薬38
多久市北多久町大字小侍８８１番
（後発調１）第126号
平成30年 7月 1日
地
（在薬）第504号
平成20年 3月 1日
0952‑75‑8725 (0952‑75‑8724)
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
263 04,4041,5
博賀堂薬局
〒846‑0003
（調基１）第307号
平成28年 4月 1日
多薬41
多久市北多久町大字多久原２４１
（地支体）第2号
平成30年10月 1日
４番地７５
（後発調２）第115号
平成30年 5月 1日
0952‑74‑2727 (0952‑74‑2919)
（在調）第14号
平成24年 4月 1日
（か薬）第79号
平成28年 4月 1日
（在薬）第512号
平成20年 7月12日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
264 04,4042,3
有限会社 片桐薬局 〒846‑0002
（調基１）第145号
平成28年 4月 1日
多薬42
多久市北多久町大字小侍８４１番
地３
0952‑75‑2014 (0952‑75‑2014)
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
265 04,4043,1
虹の薬局 多久店
〒846‑0012
（調基１）第308号
平成28年 4月 1日
多薬43
多久市東多久町大字別府３２４５
（地支体）第123号
平成30年10月 1日
番地２３
（後発調３）第102号
平成30年 4月 1日
0952‑71‑2087
（在調）第15号
平成24年 4月 1日
（か薬）第278号
平成28年 4月 1日
（在薬）第571号
平成23年 7月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
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266 04,4044,9
多薬44

のぞみ薬局

〒846‑0012
多久市東多久町別府４１６２番５
0952‑97‑5101 (0952‑97‑5102)

（調基１）第309号
平成28年 4月 1日
（後発調３）第1号
平成30年 4月 1日
（か薬）第390号
平成29年11月 1日
（在薬）第675号
平成27年 7月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
267 04,4045,6
フクチ薬局
〒846‑0031
（調基１）第473号
平成28年 6月 1日
多薬45
多久市多久町２１５４−１ ユア
−新鮮館内
0952‑75‑5823 (0952‑75‑5824)
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
268 05,4005,7
株式会社 山下薬局 〒848‑0047
（調基１）第146号
平成28年 4月 1日
伊薬5
伊万里市伊万里町甲９５番地
（地支体）第135号
平成30年10月 1日
0955‑22‑3810 (0955‑23‑7121)
（後発調２）第155号
平成30年 9月 1日
（か薬）第80号
平成28年 4月 1日
（在薬）第25号
平成 7年 3月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
269 05,4032,1
波多津カイセイ薬局 〒848‑0101
（調基１）第310号
平成28年 4月 1日
伊薬32
伊万里市波多津町辻３６４９番地
（地支体）第99号
平成30年 4月 1日
0955‑25‑0244
（後発調３）第84号
平成30年 4月 1日
（か薬）第279号
平成28年 4月 1日
（在薬）第9号
平成 7年 2月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
270 05,4052,9
誠心堂薬局 寿通り店 〒848‑0041
（調基１）第67号
平成28年 4月 1日
伊薬52
伊万里市新天町６０１番地３
（か薬）第17号
平成28年 4月 1日
0955‑23‑5814 (0955‑20‑1254)
（在薬）第14号
平成 7年 2月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
271 05,4056,0
あさひ薬局
〒848‑0023
（調基１）第147号
平成28年 4月 1日
伊薬56
伊万里市大坪町丙２１５７番地
（後発調１）第114号
平成30年 6月 1日
0955‑22‑2758 (0955‑22‑9314)
（在薬）第43号
平成 7年 3月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
272 05,4063,6
川東カイセイ薬局
〒848‑0032
（調基１）第311号
平成28年 4月 1日
伊薬63
伊万里市二里町大里甲２７５１番
（地支体）第100号
平成30年 4月 1日
地１
（後発調３）第133号
平成30年 7月 1日
0955‑23‑8281 (0955‑23‑8798)
（か薬）第280号
平成28年 4月 1日
（在薬）第119号
平成 9年 1月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
273 05,4066,9
黒川カイセイ薬局
〒848‑0121
（調基１）第312号
平成28年 4月 1日
伊薬66
伊万里市黒川町塩屋２０５番地３
（地支体）第101号
平成30年 4月 1日
0955‑27‑1218 (0955‑27‑2485)
（後発調３）第86号
平成30年 4月 1日
（在調）第16号
平成24年 4月 1日
（か薬）第281号
平成28年 4月 1日
（在薬）第154号
平成10年 4月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
274 05,4068,5
溝上薬局 伊万里なが 〒848‑0041
（調基３イ）第18号
平成30年 4月 1日
伊薬68
おさ店
伊万里市新天町２８１番地８
（か薬）第403号
平成30年 4月 1日
0955‑20‑1505
（在薬）第194号
平成11年 8月 1日
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275 05,4070,1
伊薬70

あじさい薬局

〒848‑0031
（調基１）第313号
平成28年 4月 1日
伊万里市二里町八谷搦１１３９番
（後発調１）第131号
平成30年 7月 1日
地５
（か薬）第335号
平成28年 7月 1日
0955‑20‑4390
（在薬）第280号
平成13年 6月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
276 05,4071,9
溝上薬局 伊万里蓮池 〒848‑0042
（調基３イ）第19号
平成30年 4月 1日
伊薬71
店
伊万里市蓮池町５７番地４
（か薬）第228号
平成28年 4月 1日
0955‑24‑9510 (0955‑24‑9505)
（在薬）第391号
平成15年 8月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
277 05,4072,7
さよがわ薬局
〒849‑4261
（調基１）第314号
平成28年 4月 1日
伊薬72
伊万里市山代町立岩２７６４番地
（地支体）第67号
平成30年10月 1日
７
（後発調１）第76号
平成30年 4月 1日
0955‑20‑2199 (0955‑28‑3889)
（か薬）第81号
平成28年 4月 1日
（在薬）第396号
平成15年11月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
278 05,4074,3
カイセイ薬局 伊万里 〒848‑0041
（調基１）第315号
平成28年 4月 1日
伊薬74
駅前店
伊万里市新天町４７９番地１
（地支体）第102号
平成30年 4月 1日
0955‑24‑9033 (0955‑24‑9041)
（後発調１）第107号
平成30年 5月 1日
（か薬）第282号
平成28年 4月 1日
（在薬）第420号
平成16年 9月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
279 05,4075,0
鳴石薬局
〒849‑4251
（調基１）第316号
平成28年 4月 1日
伊薬75
伊万里市山代町楠久９２６番地４
（地支体）第103号
平成30年 4月 1日
0955‑28‑3531 (0955‑28‑2198)
（在調）第28号
平成24年 4月 1日
（か薬）第321号
平成28年 4月 1日
（在薬）第411号
平成16年 4月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
280 05,4076,8
アルナ薬局 大川野店 〒849‑5251
（調基１）第50号
平成28年 4月 1日
伊薬76
伊万里市大川町大川野３０６０番
（か薬）第385号
平成29年 9月 1日
地１地内
（在薬）第417号
平成16年 7月 1日
0955‑20‑8081
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
281 05,4077,6
ひまわり薬局
〒848‑0031
（調基１）第148号
平成28年 4月 1日
伊薬77
伊万里市二里町八谷搦１０４１番
（地支体）第26号
平成30年 4月 1日
地
（後発調２）第46号
平成30年 4月 1日
0955‑23‑9180 (0955‑23‑9268)
（在調）第18号
平成24年 4月 1日
（か薬）第308号
平成28年 4月 1日
（在薬）第437号
平成17年 3月21日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
282 05,4078,4
三和薬局
〒848‑0027
（調基１）第459号
平成28年 4月 1日
伊薬78
伊万里市立花町３０００番地２
（地支体）第9号
平成30年10月 1日
0955‑22‑2457 (0955‑22‑2460)
（後発調１）第138号
平成30年 9月 1日
（在調）第29号
平成24年 4月 1日
（か薬）第82号
平成28年 4月 1日
（在薬）第457号
平成18年 5月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
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283 05,4079,2
伊薬79

株式会社

松尾薬局

〒848‑0027
（調基２）第10号
平成30年 4月 1日
伊万里市立花町２７４９番地４
0955‑23‑5446 (0955‑23‑7391)
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
284 05,4080,0
かりん薬局伊万里店 〒848‑0041
（調基１）第317号
平成28年 4月 1日
伊薬80
伊万里市新天町６２０番地５
（か薬）第83号
平成28年 4月 1日
0955‑22‑5574 (0955‑22‑5574)
（在薬）第506号
平成20年 4月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
285 05,4081,8
うらのさき薬局
〒849‑4261
（調基１）第318号
平成28年 4月 1日
伊薬81
伊万里市山代町立岩３９０番地１
（後発調２）第76号
平成30年 4月 1日
０
（か薬）第229号
平成28年 4月 1日
0955‑28‑1915 (0955‑28‑3455)
（在薬）第528号
平成20年11月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
286 05,4082,6
サンアイ薬局 いまり 〒848‑0041
（調基１）第319号
平成28年 4月 1日
伊薬82
店
伊万里市新天町字中島４６０番地
（地支体）第143号
平成30年 4月 1日
１４
（後発調２）第159号
平成30年 9月 1日
0955‑25‑9770 (0955‑25‑9771)
（在調）第84号
平成28年11月 1日
（か薬）第283号
平成28年 4月 1日
（在薬）第534号
平成21年 6月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
287 05,4083,4
誠心堂薬局 あすなろ 〒848‑0021
（調基１）第65号
平成28年 4月 1日
伊薬83
店
伊万里市大坪町甲２３５０番地８
（後発調３）第17号
平成30年 4月 1日
９
（か薬）第391号
平成29年12月 1日
0955‑25‑9936
（在薬）第572号
平成23年 8月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
288 05,4084,2
さと薬局
〒849‑4282
（調基１）第460号
平成28年 4月 1日
伊薬84
伊万里市東山代町里１０４−３
（地支体）第10号
平成30年10月 1日
0955‑28‑0101
（後発調３）第18号
平成30年 4月 1日
（在調）第72号
平成28年 4月 1日
（か薬）第84号
平成28年 4月 1日
（在薬）第577号
平成23年 9月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
289 05,4085,9
山下薬局 脇田店
〒848‑0028
（調基１）第77号
平成28年 4月 1日
伊薬85
伊万里市脇田町二本椎４０３−９
（地支体）第40号
平成30年10月 1日
0955‑25‑9810 (0955‑25‑9813)
（後発調３）第61号
平成30年 4月 1日
（か薬）第20号
平成28年 4月 1日
（在薬）第604号
平成24年 5月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
290 05,4087,5
さくら薬局
〒848‑0005
（調基１）第149号
平成28年 4月 1日
伊薬87
伊万里市南波多町大曲８２
（後発調３）第5号
平成30年 4月 1日
0955‑20‑3150 (0955‑20‑3151)
（在薬）第725号
平成30年 2月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
291 05,4088,3
ヤナイ薬局
〒848‑0023
（調基１）第150号
平成28年 4月 1日
伊薬88
伊万里市大坪町丙２１０８−１
（後発調３）第123号
平成30年 7月 1日
0955‑22‑7731 (0955‑22‑7734)
（か薬）第404号
平成30年 4月 1日
（在薬）第694号
平成28年 4月 1日
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292 05,4089,1
伊薬89

こじま薬局

〒848‑0027
伊万里市立花町４５６−１
0955‑25‑9641 (0955‑25‑9642)

（調基１）第467号
平成28年 5月 1日
（後発調３）第111号
平成30年 5月 1日
（か薬）第408号
平成30年 5月 1日
（在薬）第697号
平成28年 5月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
293 05,4091,7
山下薬局 松島店
〒848‑0045
（調基１）第490号
平成29年 4月 1日
伊薬91
伊万里市松島町２６２
（地支体）第159号
平成30年10月 1日
0955‑22‑6677 (0955‑22‑6681)
（か薬）第406号
平成30年 4月 1日
（在薬）第727号
平成30年 5月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
294 05,4092,5
おもてなし薬局 南波 〒848‑0007
（調基１）第505号
平成30年 1月 1日
伊薬92
多店
伊万里市南波多町井手野２４６４
（後発調３）第112号
平成30年 6月 1日
−１
（在薬）第724号
平成30年 1月 1日
0955‑24‑3099 (0955‑24‑3099)
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
295 06,4010,5
株式会社 宮﨑薬局 〒843‑0022
（調基１）第320号
平成28年 4月 1日
武薬10
武雄市武雄町大字武雄７２８０番
（後発調３）第103号
平成30年 4月 1日
地
（か薬）第146号
平成28年 4月 1日
0954‑23‑1165 (0954‑22‑3972)
（在薬）第44号
平成 7年 3月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
296 06,4025,3
みふね薬局
〒843‑0022
（調基２）第11号
平成30年 4月 1日
武薬25
武雄市武雄町大字武雄５６９８番
（後発調１）第57号
平成30年 4月 1日
地２
0954‑23‑8448 (0954‑23‑8448)
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
297 06,4029,5
コトブキ薬局
〒843‑0022
（調基１）第321号
平成28年 4月 1日
武薬29
武雄市武雄町大字武雄５８５８番
（後発調３）第104号
平成30年 4月 1日
地２
（か薬）第149号
平成28年 4月 1日
0954‑23‑6751 (0954‑23‑6751)
（在薬）第45号
平成 7年 3月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
298 06,4035,2
あさひ薬局
〒843‑0024
（調基１）第151号
平成28年 4月 1日
武薬35
武雄市武雄町富岡１１５２０番地
（後発調３）第19号
平成30年 4月 1日
２
（在薬）第344号
平成14年 5月 1日
0954‑22‑2658 (0954‑20‑1276)
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
299 06,4037,8
すみれ薬局
〒843‑0001
（調基１）第64号
平成28年 4月 1日
武薬37
武雄市朝日町大字甘久２６９６番
（後発調１）第44号
平成30年 4月 1日
地
（か薬）第323号
平成28年 5月23日
0954‑23‑0547 (0954‑23‑0547)
（在薬）第598号
平成24年 4月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
300 06,4038,6
第一薬局武雄支店
〒843‑0023
（調基２）第26号
平成30年 4月 1日
武薬38
武雄市武雄町昭和１５５番地
0954‑23‑9623 (0954‑23‑9623)
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

[佐賀県]
[平成30年10月 1日現在

薬局]

届出受理医療機関名簿

平成30年10月 1日作成

35 頁

医療機関所在地
項番

医療機関番号

医療機関名称

病床数

受理番号

算定開始年月日

備 考

電話番号(ＦＡＸ番号)

301 06,4045,1
武薬45

ほうらい薬局

〒843‑0024
武雄市武雄町大字富岡７７４５番
地９
0954‑23‑3912 (0954‑23‑3918)

（調基１）第322号
平成28年 4月 1日
（地支体）第20号
平成30年10月 1日
（後発調３）第41号
平成30年 4月 1日
（か薬）第140号
平成28年 4月 1日
（在薬）第92号
平成 8年 5月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
302 06,4047,7
けんこう薬局
〒843‑0023
（調基１）第324号
平成28年 4月 1日
武薬47
武雄市武雄町大字昭和１９６番地
（後発調２）第146号
平成30年 8月 1日
１
（在薬）第143号
平成 9年11月 1日
0954‑22‑0151 (0954‑22‑0151)
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
303 06,4049,3
坂本快方薬局
〒843‑0022
（調基１）第86号
平成28年 4月 1日
武薬49
武雄市武雄町大字武雄８０１４番
（後発調３）第113号
平成30年 6月 1日
地３
（か薬）第344号
平成28年10月 1日
0954‑22‑6448 (0954‑22‑6449)
（在薬）第695号
平成28年 5月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
304 06,4051,9
シモセ薬局 武雄店 〒843‑0021
（調基１）第325号
平成28年 4月 1日
武薬51
武雄市武雄町大字永島１５３６２
（在薬）第172号
平成11年 4月 1日
番地３
0954‑22‑5688
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
305 06,4053,5
さくら薬局
〒843‑0001
（調基２）第12号
平成30年 4月 1日
武薬53
武雄市朝日町大字甘久２０１番地
（後発調１）第58号
平成30年 4月 1日
１
（か薬）第85号
平成28年 4月 1日
0954‑20‑0093 (0954‑20‑0120)
（在薬）第413号
平成16年 6月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
306 06,4055,0
げんき堂薬局
〒843‑0023
（調基１）第511号
平成30年 4月 1日
武薬55
武雄市武雄町大字昭和３０９番地
（地支体）第141号
平成30年 4月 1日
２
（後発調２）第90号
平成30年 4月 1日
0954‑26‑8123
（か薬）第157号
平成28年 4月 1日
（在薬）第447号
平成17年 9月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
307 06,4056,8
宮崎薬局 武雄東部店 〒843‑0024
（調基１）第326号
平成28年 4月 1日
武薬56
武雄市武雄町富岡１２５０６番地
３
0954‑26‑8222 (0954‑26‑8234)
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
308 06,4058,4
アルナ薬局 北方店 〒849‑2204
（調基１）第51号
平成28年 4月 1日
武薬58
武雄市北方町大字大崎１３１８番
（地支体）第104号
平成30年10月 1日
地１
（後発調２）第31号
平成30年 4月 1日
0954‑36‑3306 (0954‑36‑3311)
（在調）第98号
平成29年11月 1日
（か薬）第162号
平成28年 4月 1日
（在薬）第485号
平成19年 5月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

[佐賀県]
[平成30年10月 1日現在

届出受理医療機関名簿

薬局]

平成30年10月 1日作成

36 頁

医療機関所在地
項番

医療機関番号

医療機関名称

病床数

受理番号

算定開始年月日

備 考

電話番号(ＦＡＸ番号)

309 06,4060,0
武薬60

シモセ薬局

武内店

〒849‑2342
（調基１）第327号
平成28年 4月 1日
武雄市武内町真手野２８１８０番
（後発調１）第59号
平成30年 4月 1日
地４
（在薬）第525号
平成20年10月 1日
0954‑20‑8020 (0954‑20‑8020)
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
310 06,4062,6
中尾薬局
〒843‑0024
（調基１）第328号
平成28年 4月 1日
武薬62
武雄市武雄町大字富岡７７６７番
（１７５）第361号
平成22年 1月 1日
地２
0954‑23‑2270
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
311 06,4063,4
げんき堂薬局 昭和店 〒843‑0023
（調基１）第329号
平成28年 4月 1日
武薬63
武雄市武雄町大字昭和２１０番地
（地支体）第160号
平成30年 7月 1日
0954‑27‑8839 (0954‑27‑8951)
（後発調２）第91号
平成30年 4月 1日
（か薬）第155号
平成28年 4月 1日
（在薬）第552号
平成22年 8月17日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
312 06,4064,2
さくら新武雄病院前薬 〒843‑0024
（調基１）第330号
平成28年 4月 1日
武薬64
局
武雄市武雄町富岡１２６２４−１
（地支体）第124号
平成30年 4月 1日
0954‑26‑9650
（後発調３）第87号
平成30年 4月 1日
（在調）第101号
平成30年 1月 1日
（か薬）第285号
平成28年 4月 1日
（在薬）第564号
平成23年 6月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
313 06,4065,9
高橋薬局
〒843‑0001
（調基１）第153号
平成28年 4月 1日
武薬65
武雄市朝日町大字甘久１９８３
（後発調３）第62号
平成30年 4月 1日
0954‑23‑8360
（か薬）第368号
平成29年 6月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
314 06,4066,7
けんこう薬局 新武雄 〒843‑0023
（調基１）第331号
平成28年 4月 1日
武薬66
店
武雄市武雄町昭和２２５番地
（地支体）第162号
平成30年 8月 1日
0954‑28‑9321 (0954‑28‑9321)
（か薬）第86号
平成28年 4月 1日
（在薬）第674号
平成27年 7月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
315 06,4067,5
さかい薬局
〒843‑0021
（調基２）第5号
平成30年 4月 1日
武薬67
武雄市武雄町永島１３２７５−１
（後発調１）第45号
平成30年 4月 1日
0954‑28‑9522 (0954‑28‑9523)
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
316 06,4069,1
サンアイ薬局 メリー 〒843‑0001
（調基２）第24号
平成30年 4月 1日
武薬69
ランド店
武雄市朝日町甘久１２８８
（後発調３）第91号
平成30年 4月 1日
0954‑28‑9531 (0954‑28‑9532)
（在薬）第632号
平成25年 8月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
317 06,4071,7
川登薬局
〒843‑0233
（調基１）第333号
平成28年 4月 1日
武薬71
武雄市東川登町永野５７８８−３
（後発調３）第88号
平成30年 4月 1日
0954‑22‑5422 (0954‑22‑5423)
（か薬）第312号
平成28年 4月 1日
（在薬）第642号
平成26年 2月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

[佐賀県]
[平成30年10月 1日現在

薬局]

届出受理医療機関名簿

平成30年10月 1日作成

37 頁

医療機関所在地
項番

医療機関番号

医療機関名称

病床数

受理番号

算定開始年月日

備 考

電話番号(ＦＡＸ番号)

318 06,4073,3
武薬73

げんき堂薬局
店

みふね 〒843‑0022
（後発調３）第89号
平成30年 4月 1日
武雄市武雄町大字武雄４０１７
（か薬）第152号
平成28年 4月 1日
0954‑27‑8260 (0954‑27‑8261)
（在薬）第726号
平成30年 4月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
319 06,4075,8
ヘルシー武雄薬局
〒843‑0023
（調基１）第334号
平成28年 4月 1日
武薬75
武雄市武雄町昭和８−８
（後発調２）第1号
平成30年 4月 1日
0954‑22‑2335 (0954‑22‑4043)
（在薬）第682号
平成27年10月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
320 06,4076,6
山口長生堂薬局
〒843‑0001
（調基１）第34号
平成28年 4月 1日
武薬76
武雄市朝日町甘久１８８２
0954‑23‑2244 (0954‑23‑2244)
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
321 06,4077,4
あさひ薬局 駅南店 〒843‑0023
（調基１）第474号
平成28年 6月 1日
武薬77
武雄市武雄町昭和２７−１の一部
（後発調３）第20号
平成30年 4月 1日
0954‑20‑1275 (0954‑20‑1375)
（在薬）第701号
平成28年 7月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
322 06,4078,2
あさひ薬局 内町店 〒843‑0024
（調基１）第484号
平成29年 3月 1日
武薬78
武雄市武雄町富岡７４６２−２
（後発調３）第21号
平成30年 4月 1日
0954‑26‑8080 (0954‑26‑8087)
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
323 06,4079,0
昭和薬局
〒843‑0023
（調基２）第25号
平成30年 4月 1日
武薬79
武雄市武雄町昭和７８
（後発調２）第147号
平成30年 8月 1日
0954‑23‑8108 (0954‑23‑8108)
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
324 06,4080,8
おもてなし薬局 若木 〒843‑0151
（調基１）第495号
平成29年 4月 1日
武薬80
店
武雄市若木町川古７４６０−１
（後発調３）第42号
平成30年 4月 1日
0954‑26‑3077 (0954‑26‑3088)
（か薬）第399号
平成30年 3月 1日
（在薬）第717号
平成29年 4月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
325 06,4081,6
サンアイ薬局 たけお 〒843‑0022
（調基１）第502号
平成29年 9月 4日
武薬81
店
武雄市武雄町武雄３８５−２
（後発調３）第90号
平成30年 4月 1日
0954‑26‑8577 (0954‑26‑8576)
（在薬）第721号
平成29年 9月 4日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
326 06,4082,4
サンアイ薬局 昭和店 〒843‑0023
（調基１）第501号
平成29年 9月 1日
武薬82
武雄市武雄町昭和１０６
（後発調３）第146号
平成30年 9月 1日
0954‑26‑8110 (0954‑26‑8118)
（在薬）第720号
平成29年 9月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
327 07,4023,6
西牟田薬局
〒849‑1311
（調基１）第156号
平成28年 4月 1日
鹿薬23
鹿島市大字高津原３６０９番地２
０
09546‑3‑3489
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
328 07,4024,4
祐信堂薬局
〒849‑1311
（調基１）第157号
平成28年 4月 1日
鹿薬24
鹿島市大字高津原４３１８番地１
（地支体）第11号
平成30年10月 1日
１
（後発調３）第134号
平成30年 7月 1日
09546‑3‑3251
（か薬）第127号
平成28年 4月 1日
（在薬）第85号
平成 8年 4月 1日
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329 07,4025,1
鹿薬25

有限会社

前山薬局

〒849‑1311
（調基１）第71号
平成28年 4月 1日
鹿島市大字高津原３７６９番地１
（か薬）第21号
平成28年 4月 1日
0954‑62‑3005 (0954‑62‑0759)
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
330 07,4033,5
アルナ薬局 鹿島店 〒849‑1311
（調基１）第47号
平成28年 4月 1日
鹿薬33
鹿島市大字高津原４３２９番地３
（地支体）第105号
平成30年10月 1日
0954‑63‑1193 (0954‑62‑5446)
（在調）第96号
平成29年 9月 1日
（か薬）第171号
平成28年 4月 1日
（在薬）第171号
平成11年 3月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
331 07,4035,0
溝上薬局 北鹿島店 〒849‑1304
（調基３イ）第20号
平成30年 4月 1日
鹿薬35
鹿島市中村２１４５番地７
（後発調１）第18号
平成30年 4月 1日
0954‑63‑9384 (0954‑63‑0935)
（か薬）第231号
平成28年 4月 1日
（在薬）第248号
平成12年 4月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
332 07,4038,4
溝上薬局 鹿島スカイ 〒849‑1311
（調基１）第450号
平成28年 4月 1日
鹿薬38
ロード店
鹿島市大字高津原４３２１番地２
（地支体）第136号
平成30年10月 1日
0954‑69‑8111
（後発調１）第109号
平成30年 5月 1日
（か薬）第232号
平成28年 4月 1日
（在薬）第445号
平成17年 8月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
333 07,4039,2
おおぞら薬局
〒849‑1312
（調基１）第31号
平成28年 4月 1日
鹿薬39
鹿島市大字納富分甲４６番地
（後発調３）第11号
平成30年 4月 1日
0954‑69‑0677 (0954‑69‑0670)
（か薬）第88号
平成28年 4月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
334 07,4040,0
オダ薬局
〒849‑1311
（調基１）第335号
平成28年 4月 1日
鹿薬40
鹿島市高津原６２２番地
（後発調１）第152号
平成30年10月 1日
0954‑62‑3349 (0954‑63‑4500)
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
335 07,4041,8
山吹薬局
〒849‑1312
（調基１）第158号
平成28年 4月 1日
鹿薬41
鹿島市納富分３１０７番地１
（後発調２）第48号
平成30年 4月 1日
0954‑68‑0212 (0954‑68‑0213)
（在薬）第605号
平成24年 5月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
336 07,4042,6
溝上薬局 西牟田店 〒849‑1311
（調基３イ）第21号
平成30年 4月 1日
鹿薬42
鹿島市高津原３５２５−８
（後発調２）第18号
平成30年 4月 1日
0954‑68‑0086 (0954‑68‑0089)
（か薬）第350号
平成28年12月 1日
（在薬）第609号
平成24年 7月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
337 07,4043,4
アルナ薬局 浜町店 〒849‑1322
（調基１）第48号
平成28年 4月 1日
鹿薬43
鹿島市浜町１２８９−１
（地支体）第106号
平成30年10月 1日
0954‑62‑2257 (0954‑62‑2236)
（後発調１）第32号
平成30年 4月 1日
（在調）第97号
平成29年 9月 1日
（か薬）第161号
平成28年 4月 1日
（在薬）第627号
平成25年 5月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
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338 07,4044,2
鹿薬44

アルバ薬局

〒849‑1311
鹿島市高津原９１−５
0954‑62‑0839 (0954‑62‑0839)

（調基２）第18号
平成30年 4月 1日
（後発調１）第77号
平成30年 4月 1日
（か薬）第89号
平成28年 4月 1日
（在薬）第693号
平成28年 3月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
339 07,4045,9
さかい薬局 鹿島店 〒849‑1304
（調基１）第496号
平成29年 6月 1日
鹿薬45
鹿島市中村１１９−１
（在薬）第733号
平成30年 9月 1日
0954‑63‑6403 (0954‑63‑6403)
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
340 09,4001,8
ヨウメイ堂薬局
〒843‑0301
（調基１）第61号
平成28年 4月 1日
嬉薬1
嬉野市嬉野町下宿乙２３５３番地
（後発調１）第96号
平成30年 4月 1日
１
0954‑43‑3453 (0954‑42‑1020)
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
341 09,4002,6
ミント薬局
〒843‑0301
（調基１）第336号
平成28年 4月 1日
嬉薬2
嬉野市嬉野町下宿甲３０８２番地
（後発調２）第37号
平成30年 4月 1日
７４
（在薬）第618号
平成25年 1月 1日
0954‑42‑4187 (0954‑42‑4188)
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
342 09,4004,2
中央薬局 嬉野店
〒843‑0301
（調基１）第159号
平成28年 4月 1日
嬉薬4
嬉野市嬉野町大字下宿乙２１８７
（後発調３）第22号
平成30年 4月 1日
番地４
（か薬）第286号
平成28年 4月 1日
0954‑42‑1307 (0954‑42‑1493)
（在薬）第499号
平成20年 2月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
343 09,4005,9
大草野薬局
〒843‑0302
（調基１）第337号
平成28年 4月 1日
嬉薬5
嬉野市嬉野町大字下野丙４５番１
（後発調３）第147号
平成30年 9月 1日
0954‑20‑4005 (0954‑20‑4006)
（在薬）第546号
平成22年 5月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
344 09,4006,7
ＪＲ九州ドラッグイレ 〒843‑0301
（調基１）第338号
平成28年 4月 1日
嬉薬6
ブン薬局 国病前店 嬉野市嬉野町下宿丙２３９０番地
（後発調１）第78号
平成30年 4月 1日
５
（か薬）第287号
平成28年 4月 1日
0954‑42‑2564 (0954‑20‑2899)
（在薬）第518号
平成20年 9月16日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
345 09,4010,9
ＪＲ九州ドラッグイレ 〒843‑0301
（調基１）第340号
平成28年 4月 1日
嬉薬10
ブン薬局 中川通り店 嬉野市嬉野町大字下宿乙２３１５
（在薬）第573号
平成23年 8月 1日
−１０
0954‑42‑0769
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
346 09,4011,7
ＪＲ九州ドラッグイレ 〒843‑0301
（調基１）第341号
平成28年 4月 1日
嬉薬11
ブン薬局 みゆき通り 嬉野市嬉野町大字下宿乙１３８０
（か薬）第314号
平成28年 6月 1日
店
0954‑42‑2264
（在薬）第574号
平成23年 8月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
347 09,4012,5
キタ薬局 中町店
〒849‑1411
（調基１）第160号
平成28年 4月 1日
嬉薬12
嬉野市塩田町馬場下甲７２９−１
（地支体）第125号
平成30年10月 1日
0954‑66‑9222
（後発調１）第132号
平成30年 7月 1日
（か薬）第90号
平成28年 4月 1日
（在薬）第620号
平成25年 2月 4日
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348 09,4014,1
嬉薬14

さかい薬局

嬉野店

〒843‑0301
（調基１）第481号
平成28年11月 1日
嬉野市嬉野町下宿甲４２４９−１
（在薬）第713号
平成29年 4月 1日
0954‑20‑4386 (0954‑20‑4385)
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
349 09,4015,8
ＪＲ九州ドラッグイレ 〒843‑0301
（調基１）第485号
平成29年 3月20日
嬉薬15
ブン薬局 築城店
嬉野市嬉野町下宿甲４７１３−５
（後発調２）第149号
平成30年 8月 1日
0954‑42‑1789 (0954‑42‑1845)
（か薬）第353号
平成29年 3月20日
（在薬）第712号
平成29年 3月20日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
350 10,4023,0
諸富薬局
〒840‑2105
（調基２）第1号
平成30年 4月 1日
賀薬23
佐賀市諸富町大字諸富津２２９番
（在薬）第174号
平成11年 4月 1日
地３
0952‑47‑3525 (0952‑47‑3696)
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
351 10,4027,1
コーソ薬局 諸富店 〒840‑2106
（調基１）第343号
平成28年 4月 1日
賀薬27
佐賀市諸富町大字山領４５２番地
（地支体）第68号
平成30年10月 1日
８
（後発調２）第127号
平成30年 6月 1日
0952‑47‑3227
（か薬）第235号
平成28年 4月 1日
（在薬）第297号
平成14年 5月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
352 10,4039,6
内川薬局
〒840‑2203
（調基１）第18号
平成28年 4月 1日
賀薬39
佐賀市川副町大字早津江１１７番
（か薬）第91号
平成28年 4月 1日
地１１
（在薬）第117号
平成 8年11月 1日
0952‑45‑0211 (0952‑45‑7667)
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
353 10,4042,0
よしおか薬局 早津江 〒840‑2203
（調基１）第161号
平成28年 4月 1日
賀薬42
店
佐賀市川副町大字早津江２６９番
（地支体）第169号
平成30年 9月 1日
地４
（か薬）第288号
平成28年 4月 1日
0952‑45‑5376 (0952‑45‑5474)
（在薬）第239号
平成11年10月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
354 10,4044,6
諸富センター薬局
〒840‑2102
（調基１）第344号
平成28年 4月 1日
賀薬44
佐賀市諸富町大字為重５６５番地
（後発調３）第105号
平成30年 4月 1日
６
（か薬）第124号
平成28年 4月 1日
0952‑47‑6711 (0952‑47‑6761)
（在薬）第189号
平成11年 8月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
355 10,4045,3
コーソ薬局 ラポール 〒840‑2213
（調基１）第345号
平成28年 4月 1日
賀薬45
店
佐賀市川副町大字鹿江９５３番地
（地支体）第12号
平成30年10月 1日
ラポール店内
（在調）第64号
平成28年 4月 1日
0952‑45‑0046 (0952‑45‑0107)
（か薬）第236号
平成28年 4月 1日
（在薬）第58号
平成 7年 4月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
356 10,4046,1
よしおか薬局 尼寺店 〒840‑0201
（調基１）第162号
平成28年 4月 1日
賀薬46
佐賀市大和町大字尼寺２５２８番
（地支体）第21号
平成30年10月 1日
地２
（後発調１）第46号
平成30年 4月 1日
0952‑62‑7761 (0952‑62‑7762)
（か薬）第92号
平成28年 4月 1日
（在薬）第240号
平成11年10月 1日
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357 10,4048,7
賀薬48

ヤマト薬局尼寺店

〒840‑0201
（調基１）第163号
平成28年 4月 1日
佐賀市大和町大字尼寺２４６９番
（後発調２）第62号
平成30年 4月 1日
地４
（か薬）第93号
平成28年 4月 1日
0952‑62‑8162 (0952‑62‑8162)
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
358 10,4052,9
えぐち薬局
〒849‑0203
（調基１）第164号
平成28年 4月 1日
賀薬52
佐賀市久保田町大字新田３６８４
（後発調２）第101号
平成30年 4月 1日
番地２
（か薬）第94号
平成28年 4月 1日
0952‑68‑3321
（在薬）第91号
平成 8年 1月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
359 10,4056,0
とまと薬局
〒840‑0201
（調基１）第346号
平成28年 4月 1日
賀薬56
佐賀市大和町尼寺２５３３番地１
（後発調１）第89号
平成30年 4月 1日
0952‑51‑2155 (0952‑51‑2156)
（か薬）第417号
平成30年 8月 1日
（在薬）第324号
平成14年 5月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
360 10,4057,8
カイドー薬局大和店 〒840‑0201
（調基１）第347号
平成28年 4月 1日
賀薬57
佐賀市大和町尼寺２７５４番地６
（地支体）第69号
平成30年10月 1日
0952‑62‑7003 (0952‑62‑7008)
（か薬）第237号
平成28年 4月 1日
（在薬）第213号
平成11年 9月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
361 10,4060,2
セゾン薬局
〒849‑0203
（調基１）第348号
平成28年 4月 1日
賀薬60
佐賀市久保田町大字新田１１２６
（後発調３）第6号
平成30年 4月 1日
番地６
（か薬）第95号
平成28年 4月 1日
0952‑68‑3835 (0952‑68‑3835)
（在薬）第199号
平成11年 9月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
362 10,4061,0
宇都宮薬局 諸富店 〒840‑2101
（調基１）第349号
平成28年 4月 1日
賀薬61
佐賀市諸富町大字大堂４５番地
（地支体）第22号
平成30年10月 1日
0952‑47‑6788 (0952‑47‑2324)
（後発調３）第43号
平成30年 4月 1日
（在調）第65号
平成28年 4月 1日
（か薬）第96号
平成28年 4月 1日
（在薬）第216号
平成11年 9月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
363 10,4063,6
ひなた薬局
〒849‑0204
（調基１）第350号
平成28年 4月 1日
賀薬63
佐賀市久保田町大字久保田１３０
（地支体）第41号
平成30年10月 1日
番地５
（後発調１）第33号
平成30年 4月 1日
0952‑51‑3228 (0952‑51‑3229)
（か薬）第238号
平成28年 4月 1日
（在薬）第234号
平成11年10月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
364 10,4066,9
ひなた薬局 大久保店 〒840‑0214
（調基１）第351号
平成28年 4月 1日
賀薬66
佐賀市大和町大字川上５２８３番
（後発調２）第32号
平成30年 4月 1日
地４
（在薬）第249号
平成12年 4月 1日
0952‑51‑2761 (0952‑51‑2762)
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
365 10,4067,7
溝上薬局 大和国分店 〒840‑0201
（調基１）第451号
平成28年 4月 1日
賀薬67
佐賀市大和町大字尼寺７８６番地
（地支体）第137号
平成30年10月 1日
１
（か薬）第298号
平成28年 4月 1日
0952‑51‑2933 (0952‑51‑2929)
（在薬）第325号
平成14年 5月 1日
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366 10,4070,1
賀薬70

ほがらか薬局

〒840‑0202
（調基１）第352号
平成28年 4月 1日
佐賀市大和町大字久池井１０３６
（後発調３）第92号
平成30年 4月 1日
番地５
（在薬）第335号
平成14年 5月 1日
0952‑62‑4865
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
367 10,4071,9
よしおか薬局 寺井店 〒840‑2102
（調基１）第165号
平成28年 4月 1日
賀薬71
佐賀市諸富町大字為重１２１番地
（地支体）第23号
平成30年10月 1日
0952‑34‑8893
（後発調３）第32号
平成30年 4月 1日
（か薬）第97号
平成28年 4月 1日
（在薬）第369号
平成14年 8月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
368 10,4072,7
秀島薬局
〒840‑0201
（調基１）第353号
平成28年 4月 1日
賀薬72
佐賀市大和町大字尼寺２９０６番
（在薬）第334号
平成14年 5月 1日
地１
0952‑64‑8917 (0952‑64‑8916)
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
369 10,4073,5
有限会社 大和健明堂 〒840‑0202
（調基１）第354号
平成28年 4月 1日
賀薬73
薬局
佐賀市大和町大字久池井２５５５
（在薬）第284号
平成13年12月 1日
番地１
0952‑62‑5911 (0952‑62‑5911)
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
370 10,4075,0
夢咲薬局
〒840‑0513
（調基１）第20号
平成28年 4月 1日
賀薬75
佐賀市富士町大字下熊川６４番地
（在薬）第611号
平成24年 9月 1日
１
0952‑51‑0053 (0952‑51‑0054)
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
371 10,4076,8
カイドー薬局 好生堂 〒840‑2212
（調基１）第355号
平成28年 4月 1日
賀薬76
店
佐賀市川副町大字犬井道６２５番
（地支体）第148号
平成30年10月 1日
地２
（後発調３）第72号
平成30年 4月 1日
0952‑45‑6934
（在調）第66号
平成28年 4月 1日
（か薬）第409号
平成30年 5月 1日
（在薬）第383号
平成15年 4月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
372 10,4078,4
ひよこ薬局
〒840‑2201
（調基１）第461号
平成28年 4月 1日
賀薬78
佐賀市川副町大字福富８２９番地
（在薬）第434号
平成17年 2月 1日
７
0952‑34‑7417 (0952‑34‑7418)
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
373 10,4079,2
久保田薬局
〒849‑0201
（調基１）第356号
平成28年 4月 1日
賀薬79
佐賀市久保田町大字徳万２０５２
（後発調３）第142号
平成30年 8月 1日
番地３
（か薬）第387号
平成29年 9月 1日
0952‑68‑4187 (0952‑68‑4375)
（在薬）第731号
平成30年 7月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
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374 10,4080,0
賀薬80

いけだ薬局みなみ店

〒840‑2221
佐賀市東与賀町下古賀１１２４番
地１９
0952‑45‑8530 (0952‑45‑8531)

（調基１）第357号
平成28年 4月 1日
（地支体）第42号
平成30年 4月 1日
（後発調３）第119号
平成30年 6月 1日
（か薬）第289号
平成28年 4月 1日
（在薬）第461号
平成18年 7月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
375 10,4081,8
らいふ薬局 川副店 〒840‑2205
（調基３イ）第3号
平成30年 4月 1日
賀薬81
佐賀市川副町大字南里３６７番地
（在調）第30号
平成24年 4月 1日
７
（か薬）第290号
平成28年 4月 1日
0952‑34‑9034 (0952‑34‑9050)
（在薬）第493号
平成19年10月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
376 11,4022,0
チクシ薬局
〒842‑0033
（調基１）第166号
平成28年 4月 1日
神薬22
神埼郡吉野ヶ里町豆田１２１６番
（後発調２）第102号
平成30年 4月 1日
地１２
（か薬）第98号
平成28年 4月 1日
0952‑53‑3236
（在薬）第116号
平成 8年11月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
377 11,4024,6
髙島薬局
〒842‑0031
（調基１）第167号
平成28年 4月 1日
神薬24
神埼郡吉野ヶ里町吉田６６７番地
（か薬）第23号
平成28年 4月 1日
４５
（１７５）第301号
平成14年 4月 1日
0952‑52‑2559 (0952‑52‑2507)
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
378 11,4027,9
小林薬局
〒842‑0001
（調基１）第359号
平成28年 4月 1日
神薬27
神埼市神埼町神埼４８７番地
（在薬）第115号
平成 8年10月 1日
0952‑52‑2073 (0952‑52‑3654)
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
379 11,4034,5
堤薬局
〒842‑0001
（調基１）第360号
平成28年 4月 1日
神薬34
神埼市神埼町神埼３１８番地１
（後発調１）第19号
平成30年 4月 1日
0952‑53‑6100
（在薬）第592号
平成24年 4月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
380 11,4036,0
なかはら薬局
〒842‑0055
（調基１）第36号
平成28年 4月 1日
神薬36
神埼市千代田町下西７７５番地１
（後発調２）第19号
平成30年 4月 1日
0952‑44‑2026 (0952‑44‑2941)
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
381 11,4038,6
エイト薬局 神埼店 〒842‑0002
（調基１）第361号
平成28年 4月 1日
神薬38
神埼市神埼町田道ケ里２２８６番
（か薬）第374号
平成29年 7月 1日
地４
（在薬）第301号
平成14年 5月 1日
0952‑53‑2080 (0952‑53‑2084)
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
382 11,4041,0
チトセ薬局アニー店 〒842‑0056
（調基１）第168号
平成28年 4月 1日
神薬41
神埼市千代田町境原２３番地３
（か薬）第100号
平成28年 4月 1日
0952‑44‑6007 (0952‑44‑6005)
（在薬）第120号
平成 9年 3月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
383 11,4045,1
神埼薬局 枝ヶ里支店 〒842‑0006
（調基１）第364号
平成28年 4月 1日
神薬45
神埼市神埼町枝ヶ里７６番地３
（地支体）第151号
平成30年10月 1日
0952‑51‑1720 (0952‑51‑1721)
（後発調２）第49号
平成30年 4月 1日
（か薬）第101号
平成28年 4月 1日
（在薬）第357号
平成14年 6月 1日
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384 11,4046,9
神薬46

神埼薬局

朝日支店

〒842‑0003
（調基１）第365号
平成28年 4月 1日
神埼市神埼町本堀２９４９番地１
（後発調２）第141号
平成30年 8月 1日
６
（か薬）第102号
平成28年 4月 1日
0952‑52‑9300 (0952‑52‑9012)
（在薬）第358号
平成14年 6月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
385 11,4048,5
つばさ薬局
〒842‑0068
（調基１）第366号
平成28年 4月 1日
神薬48
神埼市千代田町下板１３５番地３
（後発調１）第121号
平成30年 6月 1日
0952‑44‑2564
（か薬）第103号
平成28年 4月 1日
（在薬）第456号
平成18年 4月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
386 11,4049,3
福田薬局
〒842‑0031
（調基１）第169号
平成28年 4月 1日
神薬49
神埼郡吉野ヶ里町吉田８２４番地
（後発調２）第64号
平成30年 4月 1日
５
（在薬）第327号
平成14年 5月 1日
0952‑53‑2904 (0952‑53‑2904)
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
387 11,4050,1
おのうえ薬局
〒842‑0054
（調基１）第170号
平成28年 4月 1日
神薬50
神埼市千代田町餘江４３番地２
（後発調１）第149号
平成30年 9月 1日
0952‑34‑6118 (0952‑34‑6119)
（か薬）第25号
平成28年 4月 1日
（在薬）第290号
平成14年 4月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
388 11,4052,7
エイト薬局 日の隈店 〒842‑0122
（調基１）第367号
平成28年 4月 1日
神薬52
神埼市神埼町城原１２５６番地１
（か薬）第373号
平成29年 7月 1日
0952‑52‑6493 (0952‑52‑0421)
（在薬）第302号
平成14年 5月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
389 11,4053,5
あさひ薬局 吉野ヶ里 〒842‑0103
（調基１）第89号
平成28年 4月 1日
神薬53
店
神埼郡吉野ヶ里町大曲１４９３番
（後発調３）第24号
平成30年 4月 1日
地４
（在薬）第421号
平成16年10月 1日
0952‑55‑8373
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
390 11,4055,0
有限会社 杏心調剤薬 〒842‑0302
（調基１）第88号
平成28年 4月 1日
神薬55
局
佐賀市三瀬村藤原３９２１番地５
（後発調３）第12号
平成30年 4月 1日
0952‑56‑2925 (0952‑56‑2925)
（か薬）第26号
平成28年 4月 1日
（在薬）第496号
平成19年12月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
391 11,4056,8
神埼薬剤師会薬局
〒842‑0104
（調基１）第171号
平成28年 4月 1日
神薬56
神埼郡吉野ヶ里町三津１６８番地
（後発調２）第150号
平成30年 8月 1日
0952‑51‑1077 (0952‑51‑1047)
（か薬）第104号
平成28年 4月 1日
（在薬）第403号
平成16年 2月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
392 11,4057,6
神埼薬局 本店
〒842‑0002
（調基１）第368号
平成28年 4月 1日
神薬57
神埼市神埼町田道ケ里２２７１番
（後発調２）第50号
平成30年 4月 1日
地５
（か薬）第392号
平成29年12月 1日
0952‑53‑1314 (0952‑52‑0407)
（在薬）第397号
平成15年12月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
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393 11,4060,0
神薬60

たけだ薬局
店

吉野ヶ里 〒842‑0031
（調基１）第369号
平成28年 4月 1日
神埼郡吉野ヶ里町吉田２９２６番
（後発調１）第91号
平成30年 4月 1日
地１
（在薬）第478号
平成19年 5月 1日
0952‑51‑1117 (0952‑51‑1118)
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
394 11,4061,8
平成薬局
〒842‑0104
（調基１）第370号
平成28年 4月 1日
神薬61
神埼郡吉野ヶ里町三津７４７番地
（後発調１）第110号
平成30年 5月 1日
２
（在薬）第477号
平成19年 4月 1日
0952‑53‑3255 (0952‑53‑3313)
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
395 11,4062,6
エイト薬局 目達原北 〒842‑0031
（調基１）第518号
平成30年 9月18日
神薬62
店
神埼郡吉野ヶ里町吉田九反田２１
（地支体）第170号
平成30年 9月18日
５５−１の一部・２１５６−１の
（後発調１）第151号
平成30年 9月18日
一部
（か薬）第421号
平成30年 9月18日
0952‑52‑1889 (0952‑53‑6852)
（在薬）第736号
平成30年 9月18日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
396 11,4063,4
エイト薬局 目達原南 〒842‑0031
（調基１）第519号
平成30年 9月16日
神薬63
店
神埼郡吉野ヶ里町吉田２９０４−
５
0952‑52‑1898 (0952‑52‑1898)
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
397 12,4007,9
純真堂調剤薬局
〒849‑0113
（調基１）第37号
平成28年 4月 1日
三薬7
三養基郡みやき町大字東尾１１５
７番地３
0942‑89‑4611 (0942‑89‑1708)
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
398 12,4014,5
ひまわり薬局基山店 〒841‑0201
（調基１）第172号
平成28年 4月 1日
三薬14
三養基郡基山町大字小倉５４５番
（後発調３）第47号
平成30年 4月 1日
地１０７
（か薬）第106号
平成28年 4月 1日
0942‑92‑0131
（在薬）第50号
平成 7年 3月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
399 12,4018,6
タイヘイ薬局 上峰店 〒849‑0123
（調基１）第371号
平成28年 4月 1日
三薬18
三養基郡上峰町大字坊所２７６番
（地支体）第107号
平成30年10月 1日
地６
（後発調３）第118号
平成30年 6月 1日
0952‑52‑7277 (0952‑52‑7067)
（在調）第112号
平成30年 4月 1日
（か薬）第177号
平成28年 4月 1日
（在薬）第177号
平成11年 7月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
400 12,4019,4
有限会社 シンエイ薬 〒849‑0101
（調基１）第392号
平成28年 4月 1日
三薬19
局
三養基郡みやき町大字原古賀１９
（か薬）第291号
平成28年 4月 1日
３番地２
（在薬）第1号
平成 6年11月 1日
0942‑94‑5062 (0942‑94‑5083)
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
401 12,4023,6
くぼ薬局北茂安店
〒849‑0111
（調基１）第97号
平成28年 4月 1日
三薬23
三養基郡みやき町大字白壁４３０
（地支体）第70号
平成30年 4月 1日
５番地８
（か薬）第240号
平成28年 4月 1日
0942‑89‑1777 (0942‑89‑1888)
（在薬）第133号
平成 9年 5月 1日
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402 12,4024,4
三薬24

さくら薬局千栗店

〒849‑0111
（調基３ロ）第9号
平成30年 4月 1日
三養基郡みやき町大字白壁１０５
（後発調３）第93号
平成30年 4月 1日
４番地１０
（か薬）第339号
平成28年 9月 1日
0942‑89‑1157
（在薬）第653号
平成26年 6月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
403 12,4025,1
こども薬局
〒849‑0123
（調基１）第16号
平成28年 4月 1日
三薬25
三養基郡上峰町大字坊所４５０番
（後発調３）第13号
平成30年 4月 1日
地１１
0952‑53‑5528 (0952‑52‑4361)
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
404 12,4028,5
エイト薬局 三根店 〒840‑1105
（調基１）第372号
平成28年 4月 1日
三薬28
三養基郡みやき町大字寄人１５１
（か薬）第372号
平成29年 7月 1日
４番８
（在薬）第299号
平成14年 5月 1日
0942‑81‑9111 (0942‑81‑9112)
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
405 12,4031,9
ひがしお薬局
〒849‑0113
（調基１）第373号
平成28年 4月 1日
三薬31
三養基郡みやき町東尾２２８２番
（後発調３）第137号
平成30年 8月 1日
地１
0942‑89‑1122 (0942‑89‑5970)
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
406 12,4032,7
溝上薬局 けやき台店 〒841‑0205
（調基３イ）第22号
平成30年 4月 1日
三薬32
三養基郡基山町けやき台一丁目３
（後発調２）第20号
平成30年 4月 1日
３番４号
（か薬）第241号
平成28年 4月 1日
0942‑81‑0250 (0942‑81‑0251)
（在薬）第328号
平成14年 5月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
407 12,4034,3
溝上薬局上峰店
〒849‑0123
（調基１）第452号
平成28年 4月 1日
三薬34
三養基郡上峰町大字坊所１５７０
（地支体）第161号
平成30年10月 1日
番地１７６
（か薬）第242号
平成28年 4月 1日
0952‑55‑6051
（在薬）第489号
平成19年 9月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
408 12,4035,0
株式会社 大賀薬局 〒841‑0204
（調基１）第374号
平成28年 4月 1日
三薬35
基山店
三養基郡基山町大字宮浦３４３番
（後発調３）第122号
平成30年 7月 1日
地４
（在薬）第329号
平成14年 5月 1日
0942‑81‑0258 (0942‑81‑0373)
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
409 12,4037,6
有限会社 鳥栖三養基 〒849‑0101
（調基１）第38号
平成28年 4月 1日
三薬37
薬剤師会会営薬局
三養基郡みやき町大字原古賀７０
（地支体）第5号
平成30年10月 1日
１９番地１１
（後発調２）第2号
平成30年 4月 1日
0942‑94‑9100
（在調）第9号
平成24年 4月 1日
（か薬）第107号
平成28年 4月 1日
（在薬）第388号
平成15年 8月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
410 12,4038,4
くりやま薬局
〒849‑0102
（調基１）第99号
平成28年 4月 1日
三薬38
三養基郡みやき町大字簑原２９４
（後発調２）第21号
平成30年 4月 1日
６番地１
（在薬）第395号
平成15年11月 1日
0942‑94‑5770 (0942‑94‑5770)
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411 12,4039,2
三薬39

中央薬局

〒841‑0203
（調基２）第19号
平成30年 4月 1日
三養基郡基山町大字園部２７７２
（後発調３）第76号
平成30年 4月 1日
番地１１
（か薬）第158号
平成28年 4月 1日
0942‑92‑1666 (0942‑92‑5155)
（在薬）第433号
平成17年 2月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
412 12,4040,0
調剤薬局 マリンラン 〒849‑0101
（調基１）第27号
平成28年 4月 1日
三薬40
ド
三養基郡みやき町原古賀１０６８
（後発調１）第4号
平成30年 4月 1日
−６
0942‑94‑4433 (0942‑94‑4434)
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
413 12,4041,8
おの薬局みやき店
〒840‑1106
（調基１）第83号
平成28年 4月 1日
三薬41
三養基郡みやき町大字市武１３３
（後発調２）第39号
平成30年 4月 1日
２−１
（在薬）第662号
平成26年10月 1日
0942‑96‑3700 (0942‑96‑3700)
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
414 12,4043,4
岸川薬局
〒849‑0101
（調基１）第173号
平成28年 4月 1日
三薬43
三養基郡みやき町原古賀３９４−
（後発調２）第128号
平成30年 6月 1日
２
（在薬）第680号
平成27年 9月 1日
0942‑94‑2062 (0942‑94‑2062)
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
415 12,4044,2
くらの薬局
〒841‑0201
（調基１）第376号
平成28年 4月 1日
三薬44
三養基郡基山町小倉１０５８−４
（後発調３）第48号
平成30年 4月 1日
0942‑92‑7608 (0942‑92‑7608)
（か薬）第108号
平成28年 4月 1日
（在薬）第678号
平成27年 8月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
416 12,4045,9
しらかべ薬局
〒849‑0111
（調基１）第466号
平成28年 5月 1日
三薬45
三養基郡みやき町白壁字一本松２
（地支体）第167号
平成30年 9月 1日
３２−２
（後発調２）第134号
平成30年 8月 1日
0942‑85‑9630 (0942‑85‑9631)
（か薬）第348号
平成28年11月 1日
（在薬）第696号
平成28年 5月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
417 12,4046,7
基山薬局
〒841‑0204
（調基１）第516号
平成30年 6月 1日
三薬46
三養基郡基山町宮浦１８６番地６
（後発調１）第146号
平成30年 9月 1日
５
（在薬）第730号
平成30年 6月 1日
0942‑81‑7055 (0942‑81‑7066)
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
418 13,4040,8
溝上薬局 小城多久店 〒845‑0013
（調基１）第453号
平成28年 4月 1日
小薬40
小城市小城町栗原１２番地２
（地支体）第138号
平成30年10月 1日
0952‑72‑1852
（か薬）第243号
平成28年 4月 1日
（在薬）第74号
平成 7年 7月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
419 13,4042,4
いしまつ薬局
〒845‑0014
（調基１）第174号
平成28年 4月 1日
小薬42
小城市小城町晴気２６２番地６
（地支体）第24号
平成30年10月 1日
0952‑72‑1103 (0952‑72‑1104)
（か薬）第110号
平成28年 4月 1日
（在薬）第53号
平成 7年 3月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
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420 13,4044,0
小薬44

けんけん薬局

〒845‑0001
小城市小城町７２３番地１５
0952‑72‑6565 (0952‑72‑6765)

（調基１）第378号
平成28年 4月 1日
（地支体）第108号
平成30年 4月 1日
（在調）第44号
平成26年 4月 1日
（か薬）第172号
平成28年 4月 1日
（在薬）第412号
平成16年 5月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
421 13,4045,7
今泉薬局三日月店
〒845‑0022
（調基１）第379号
平成28年 4月 1日
小薬45
小城市三日月町久米９０２番地４
（か薬）第315号
平成28年 4月 1日
0952‑72‑8660 (0952‑72‑8661)
（在薬）第263号
平成12年 6月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
422 13,4048,1
今泉薬局
〒845‑0001
（調基１）第380号
平成28年 4月 1日
小薬48
小城市小城町４７０．４７２合併
（地支体）第127号
平成30年10月 1日
地
（か薬）第320号
平成28年 4月 1日
0952‑72‑5121
（在薬）第266号
平成12年 6月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
423 13,4057,2
有限会社 あかさか薬 〒849‑0306
（調基１）第500号
平成29年 9月 1日
小薬57
局 牛津東店
小城市牛津町勝１４７０番地１
（後発調３）第45号
平成30年 4月 1日
0952‑63‑8530 (0952‑63‑8531)
（か薬）第244号
平成28年 4月 1日
（在薬）第359号
平成14年 6月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
424 13,4058,0
有限会社 あかさか薬 〒849‑0305
（調基１）第176号
平成28年 4月 1日
小薬58
局 砥川店
小城市牛津町上砥川１７４番地１
（後発調３）第44号
平成30年 4月 1日
0952‑66‑4893 (0952‑66‑5216)
（か薬）第245号
平成28年 4月 1日
（在薬）第360号
平成14年 6月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
425 13,4060,6
有限会社 ユートク薬 〒849‑0306
（調基１）第177号
平成28年 4月 1日
小薬60
局
小城市牛津町勝１４９９番地１
（地支体）第109号
平成30年 4月 1日
0952‑51‑5161 (0952‑51‑5160)
（後発調１）第21号
平成30年 4月 1日
（在調）第113号
平成30年 4月 1日
（か薬）第397号
平成30年 2月 1日
（在薬）第488号
平成19年 8月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
426 13,4062,2
タイヘイ薬局 小城店 〒845‑0004
（調基１）第381号
平成28年 4月 1日
小薬62
小城市小城町松尾４０９１番地１
（後発調２）第123号
平成30年 6月 1日
0952‑73‑7333 (0952‑73‑7375)
（在調）第122号
平成30年 8月 1日
（在薬）第431号
平成16年12月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
427 13,4063,0
神代薬局 セリオ牛津 〒849‑0302
（調基１）第382号
平成28年 4月 1日
小薬63
店
小城市牛津町柿樋瀬１０６２番地
（地支体）第43号
平成30年10月 1日
１
（後発調１）第137号
平成30年 8月 1日
0952‑66‑6078
（か薬）第354号
平成29年 4月 1日
（在薬）第432号
平成16年12月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
428 13,4064,8
有限会社 まちの薬局 〒845‑0002
（調基１）第178号
平成28年 4月 1日
小薬64
小城市小城町畑田２６８７番地４
（後発調１）第150号
平成30年10月 1日
0952‑73‑5406 (0952‑73‑5457)
（か薬）第27号
平成28年 4月 1日
（在薬）第440号
平成17年 4月 1日
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429 13,4067,1
小薬67

山本薬局

〒845‑0001
（調基１）第384号
平成28年 4月 1日
小城市小城町１７４番地１
（後発調３）第46号
平成30年 4月 1日
0952‑72‑6227 (0952‑72‑6227)
（在薬）第462号
平成18年 7月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
430 13,4068,9
バニーズ薬局
〒845‑0022
（調基１）第385号
平成28年 4月 1日
小薬68
小城市三日月町久米１２９５番地
（地支体）第150号
平成30年10月 1日
２
（か薬）第292号
平成28年 4月 1日
0952‑71‑1177 (0952‑71‑1178)
（在薬）第561号
平成23年 3月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
431 13,4069,7
いなほ薬局
〒849‑0301
（調基１）第63号
平成28年 4月 1日
小薬69
小城市牛津町乙柳１０９６番地３
0952‑66‑3561 (0952‑66‑3562)
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
432 13,4070,5
タイヘイ薬局 メディ 〒845‑0021
（調基１）第386号
平成28年 4月 1日
小薬70
カルモールおぎ店
小城市三日月町長神田２１７３番
（地支体）第110号
平成30年10月 1日
地１
（後発調３）第73号
平成30年 4月 1日
0952‑72‑2228 (0952‑72‑2244)
（薬菌）第6号
平成28年11月 1日
（在調）第38号
平成24年11月 1日
（か薬）第246号
平成28年 4月 1日
（在薬）第510号
平成20年 6月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
433 13,4072,1
ほたる薬局
〒845‑0004
（調基１）第387号
平成28年 4月 1日
小薬72
小城市小城町松尾４０９８番地９
（後発調１）第112号
平成30年 5月 1日
0952‑73‑8141 (0952‑73‑8142)
（在薬）第651号
平成26年 4月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
434 13,4073,9
溝上薬局 中町店
〒845‑0001
（調基３イ）第23号
平成30年 4月 1日
小薬73
小城市小城町５５０番地
（後発調２）第22号
平成30年 4月 1日
0952‑73‑3361 (0952‑73‑4004)
（か薬）第247号
平成28年 4月 1日
（在薬）第579号
平成23年10月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
435 13,4074,7
たけだ薬局 須賀神社 〒845‑0001
（調基１）第388号
平成28年 4月 1日
小薬74
前店
小城市小城町８６４−１
（地支体）第139号
平成30年10月 1日
0952‑37‑8819 (0952‑37‑8893)
（後発調３）第121号
平成30年 7月 1日
（在調）第35号
平成24年 7月 1日
（か薬）第248号
平成28年 4月 1日
（在薬）第599号
平成24年 4月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
436 13,4075,4
アガペ 双葉薬局
〒845‑0022
（調基３イ）第6号
平成30年 4月 1日
小薬75
小城市三日月町久米２１５３−１
（か薬）第376号
平成29年 7月 1日
0952‑72‑1742 (0952‑72‑8513)
（在薬）第665号
平成26年11月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
437 13,4076,2
あんず薬局
〒845‑0004
（調基２）第6号
平成30年 4月 1日
小薬76
小城市小城町松尾４０１０−５
（後発調２）第51号
平成30年 4月 1日
0952‑97‑5507 (0952‑97‑5508)
（か薬）第316号
平成28年 6月 1日
（在薬）第692号
平成28年 4月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
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438 13,4077,0
小薬77

たけだ薬局

〒845‑0001
小城市小城町中町５７２−１
0952‑71‑1190 (0952‑71‑1193)

（調基１）第390号
平成28年 4月 1日
（地支体）第44号
平成30年10月 1日
（後発調２）第151号
平成30年 8月 1日
（在調）第50号
平成27年 9月 1日
（か薬）第249号
平成28年 4月 1日
（在薬）第681号
平成27年 9月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
439 13,4078,8
うしづの薬局
〒849‑0305
（調基１）第486号
平成29年 3月 1日
小薬78
小城市牛津町上砥川１２３４−３
（後発調３）第7号
平成30年 4月 1日
３
0952‑20‑1720 (0952‑20‑1721)
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
440 13,4079,6
今泉薬局 本町店
〒845‑0001
（調基１）第512号
平成30年 5月 1日
小薬79
小城市小城町２８０−６
（在薬）第732号
平成30年 9月 1日
0952‑72‑1930 (0952‑72‑1929)
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
441 13,4080,4
三日月薬局
〒845‑0032
（調基３イ）第26号
平成30年 9月 1日
小薬80
小城市三日月町金田１１７８−７
（後発調１）第147号
平成30年 9月 1日
0952‑72‑4141 (0952‑72‑4261)
（か薬）第420号
平成30年 9月 1日
（在薬）第735号
平成30年 9月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
442 14,4024,0
テンジン薬局
〒849‑3201
（調基１）第68号
平成28年 4月 1日
東薬24
唐津市相知町相知２２６７番地
（地支体）第1号
平成30年10月 1日
0955‑62‑3548 (0955‑62‑3312)
（後発調３）第2号
平成30年 4月 1日
（在調）第67号
平成28年 4月 1日
（か薬）第28号
平成28年 4月 1日
（在薬）第656号
平成26年 8月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
443 14,4030,7
前谷薬局
〒847‑0303
（調基１）第180号
平成28年 4月 1日
東薬30
唐津市呼子町呼子１９５０番地
（後発調３）第49号
平成30年 4月 1日
0955‑82‑3608 (0955‑82‑3680)
（か薬）第112号
平成28年 4月 1日
（在薬）第230号
平成11年10月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
444 14,4034,9
有限会社 愛宕調剤薬 〒847‑0303
（調基１）第393号
平成28年 4月 1日
東薬34
局
唐津市呼子町呼子４１８８番地１
（後発調３）第116号
平成30年 6月 1日
４
（か薬）第113号
平成28年 4月 1日
0955‑82‑5027 (0955‑82‑5075)
（在薬）第562号
平成23年 4月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
445 14,4039,8
さかい薬局
〒847‑0401
（調基１）第181号
平成28年 4月 1日
東薬39
唐津市鎮西町名護屋３８９０番地
（後発調３）第64号
平成30年 4月 1日
２
（在薬）第650号
平成26年 4月 1日
0955‑82‑5020
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
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446 14,4044,8
東薬44

有限会社

酒井薬局

〒849‑5131
唐津市浜玉町浜崎８０４番地２
0955‑70‑5035 (0955‑70‑5036)

（調基１）第182号
平成28年 4月 1日
（地支体）第45号
平成30年10月 1日
（後発調２）第65号
平成30年 4月 1日
（在調）第19号
平成24年 4月 1日
（か薬）第114号
平成28年 4月 1日
（在薬）第206号
平成11年 9月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
447 14,4045,5
健康クラブ薬局
〒849‑3133
（調基１）第183号
平成28年 4月 1日
東薬45
唐津市厳木町本山３７７番地１１
（後発調１）第92号
平成30年 4月 1日
0955‑63‑4231 (0955‑63‑4232)
（か薬）第333号
平成28年 7月 1日
（在薬）第168号
平成11年 1月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
448 14,4047,1
七山薬局
〒847‑1107
（調基１）第395号
平成28年 4月 1日
東薬47
唐津市七山藤川２７７３番地２
（後発調１）第115号
平成30年 6月 1日
0955‑70‑7007 (0955‑70‑7008)
（在薬）第221号
平成11年10月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
449 14,4048,9
前谷薬局アルファ
〒847‑0304
（調基１）第184号
平成28年 4月 1日
東薬48
唐津市呼子町殿ノ浦１１６番地１
（後発調１）第54号
平成30年 4月 1日
0955‑51‑1128 (0955‑82‑4032)
（か薬）第115号
平成28年 4月 1日
（在薬）第232号
平成11年10月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
450 14,4050,5
山下至誠堂薬局 持山 〒847‑0303
（調基１）第396号
平成28年 4月 1日
東薬50
店
唐津市呼子町呼子３５９０番地９
（か薬）第250号
平成28年 4月 1日
0955‑82‑4591
（在薬）第352号
平成14年 6月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
451 14,4052,1
山下至誠堂薬局 有浦 〒847‑1421
（調基１）第397号
平成28年 4月 1日
東薬52
店
東松浦郡玄海町大字諸浦３５６番
（地支体）第111号
平成30年 4月 1日
地５
（後発調２）第93号
平成30年 4月 1日
0955‑51‑3030
（在調）第20号
平成24年 4月 1日
（か薬）第362号
平成29年 4月 1日
（在薬）第182号
平成11年 8月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
452 14,4053,9
エキマエ薬局
〒849‑5131
（調基１）第398号
平成28年 4月 1日
東薬53
唐津市浜玉町浜崎１０７２番地
（後発調１）第139号
平成30年 9月 1日
0955‑70‑5211
（在薬）第222号
平成11年10月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
453 14,4055,4
有限会社 楢崎薬局 〒849‑3216
（調基１）第35号
平成28年 4月 1日
東薬55
唐津市相知町町切８７５番地３
（後発調１）第48号
平成30年 4月 1日
0955‑63‑2066 (0955‑63‑2263)
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
454 14,4056,2
薬局玄海町店
〒847‑1441
（調基１）第400号
平成28年 4月 1日
東薬56
東松浦郡玄海町大字今村６１１５
（地支体）第112号
平成30年10月 1日
番地
（後発調３）第95号
平成30年 4月 1日
0955‑51‑3222 (0955‑51‑3203)
（在調）第69号
平成28年 4月 1日
（か薬）第252号
平成28年 4月 1日
（在薬）第452号
平成18年 3月 1日
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455 15,4025,4
西薬25

江口薬局

〒844‑0008
（調基１）第469号
平成28年 4月 1日
西松浦郡有田町稗古場２丁目１０
（後発調１）第34号
平成30年 4月 1日
番９号
（か薬）第356号
平成29年 4月 1日
0955‑42‑3587 (0955‑42‑3633)
（在薬）第27号
平成 7年 3月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
456 15,4034,6
ゆう薬局
〒844‑0027
（調基１）第401号
平成28年 4月 1日
西薬34
西松浦郡有田町南原甲１６６番地
（後発調１）第35号
平成30年 4月 1日
３
（在薬）第175号
平成11年 5月 1日
0955‑42‑3900 (0955‑42‑2500)
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
457 15,4035,3
わかば薬局
〒849‑4154
（調基１）第402号
平成28年 4月 1日
西薬35
西松浦郡有田町大木宿乙８４４番
（後発調３）第23号
平成30年 4月 1日
地４
（か薬）第293号
平成28年 4月 1日
0955‑46‑2181
（在薬）第246号
平成12年 2月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
458 15,4040,3
ほのぼの薬局
〒844‑0003
（調基１）第403号
平成28年 4月 1日
西薬40
西松浦郡有田町上幸平一丁目１２
（後発調３）第50号
平成30年 4月 1日
０１番地
0955‑41‑0688 (0955‑41‑0681)
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
459 15,4042,9
原宿薬局
〒844‑0018
（調基１）第185号
平成28年 4月 1日
西薬42
西松浦郡有田町本町丙７８５番地
（後発調１）第36号
平成30年 4月 1日
0955‑43‑3804 (0955‑43‑4495)
（か薬）第116号
平成28年 4月 1日
（在薬）第513号
平成20年 8月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
460 15,4043,7
かこば薬局
〒849‑4165
（調基１）第404号
平成28年 4月 1日
西薬43
西松浦郡有田町黒川丙６０７番地
（後発調２）第135号
平成30年 7月 1日
１
（在薬）第556号
平成22年12月 1日
0955‑41‑2234 (0955‑41‑2237)
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
461 15,4044,5
アルナ薬局 有田店 〒849‑4141
（調基１）第54号
平成28年 4月 1日
西薬44
西松浦郡有田町二ノ瀬甲９４４−
（地支体）第113号
平成30年10月 1日
１
（後発調１）第37号
平成30年 4月 1日
0955‑41‑7001
（在調）第116号
平成30年 6月 1日
（か薬）第167号
平成28年 4月 1日
（在薬）第580号
平成23年10月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
462 15,4045,2
有田けんこう薬局
〒849‑4153
（調基１）第405号
平成28年 4月 1日
西薬45
西松浦郡有田町立部乙２１１０−
（後発調２）第81号
平成30年 4月 1日
５
（在薬）第584号
平成23年12月 1日
0955‑46‑2808 (0955‑46‑2803)
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
463 15,4047,8
一般社団法人 伊万里 〒849‑4141
（調基１）第463号
平成28年 5月 1日
西薬47
有田会営薬局
西松浦郡有田町二ノ瀬甲８９４−
（後発調１）第117号
平成30年 6月 1日
４
（在薬）第588号
平成24年 3月 1日
0955‑41‑7320 (0955‑46‑3767)
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464 15,4049,4
西薬49

山下薬局

有田店

〒844‑0018
西松浦郡有田町本町東ノ前丙１０
７２
0955‑41‑1441 (0955‑41‑1440)

（調基１）第475号
平成28年 6月 1日
（地支体）第114号
平成30年10月 1日
（後発調２）第94号
平成30年 4月 1日
（か薬）第330号
平成28年 6月 1日
（在薬）第700号
平成28年 6月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
465 15,4050,2
サンアイ薬局 ありた 〒844‑0017
（調基１）第482号
平成28年11月 1日
西薬50
店
西松浦郡有田町戸杓丙６７３−１
（後発調２）第95号
平成30年 4月 1日
0955‑25‑9285 (0955‑25‑9286)
（在薬）第710号
平成28年11月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
466 16,4028,6
有限会社 栄進堂薬局 〒849‑1105
（調基１）第407号
平成28年 4月 1日
杵薬28
杵島郡白石町大字遠江１８７番地
（後発調２）第136号
平成30年 7月 1日
１７
（か薬）第253号
平成28年 4月 1日
0952‑84‑6171
（在薬）第270号
平成12年10月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
467 16,4030,2
江頭調剤薬局
〒849‑1103
（調基１）第408号
平成28年 4月 1日
杵薬30
杵島郡白石町大字築切８５１番地
（在薬）第140号
平成 9年 8月 1日
0952‑84‑2211 (0952‑84‑2211)
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
468 16,4037,7
ハットリ調剤薬局
〒849‑1112
（調基１）第464号
平成28年 4月 1日
杵薬37
杵島郡白石町大字福田１５６４番
（後発調１）第116号
平成30年 6月 1日
地
（か薬）第411号
平成30年 6月 1日
0952‑84‑5009
（在薬）第507号
平成20年 4月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
469 16,4041,9
ヤマト薬局
〒849‑0501
（調基１）第186号
平成28年 4月 1日
杵薬41
杵島郡江北町山口１３５５番地８
（後発調３）第65号
平成30年 4月 1日
0952‑86‑2973 (0952‑86‑2973)
（か薬）第118号
平成28年 4月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
470 16,4043,5
有限会社 健心薬局 〒849‑1106
（調基１）第409号
平成28年 4月 1日
杵薬43
杵島郡白石町廿治１２４１番地４
（後発調３）第120号
平成30年 6月 1日
0952‑84‑6789 (0952‑84‑6789)
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
471 16,4047,6
みまさか薬局
〒849‑2303
（調基１）第76号
平成28年 4月 1日
杵薬47
武雄市山内町大字三間坂甲１３９
（後発調３）第136号
平成30年 8月 1日
１３番地３
（か薬）第119号
平成28年 4月 1日
0954‑45‑5558 (0954‑45‑5518)
（在薬）第87号
平成 8年 4月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
472 16,4051,8
ショーエイ薬局 福富 〒849‑0401
（調基１）第410号
平成28年 4月 1日
杵薬51
店
杵島郡白石町大字福富１６２９番
（地支体）第46号
平成30年10月 1日
地９
（後発調３）第66号
平成30年 4月 1日
0952‑71‑7010 (0952‑71‑7015)
（在調）第10号
平成24年 4月 1日
（か薬）第254号
平成28年 4月 1日
（在薬）第247号
平成12年 2月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
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473 16,4055,9
杵薬55

なのはな薬局

〒849‑0506
（調基１）第411号
平成28年 4月 1日
杵島郡江北町大字上小田１９７番
（後発調２）第23号
平成30年 4月 1日
地１
0952‑86‑2510 (0952‑86‑2909)
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
474 16,4056,7
溝上薬局 北方店
〒849‑2201
（調基３イ）第24号
平成30年 4月 1日
杵薬56
武雄市北方町大字志久１５６８番
（後発調２）第24号
平成30年 4月 1日
地３
（在薬）第331号
平成14年 5月 1日
0954‑36‑5400 (0954‑36‑5400)
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
475 16,4057,5
アルナ薬局 江北店 〒849‑0501
（調基１）第49号
平成28年 4月 1日
杵薬57
杵島郡江北町大字山口３３９９番
（在薬）第370号
平成14年 9月 1日
地７
0952‑86‑3064 (0952‑86‑3719)
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
476 16,4058,3
タイヘイ薬局 Ａコー 〒849‑1112
（調基１）第412号
平成28年 4月 1日
杵薬58
プ店
杵島郡白石町大字福田１４３９番
（地支体）第115号
平成30年10月 1日
地２
（後発調３）第74号
平成30年 4月 1日
0952‑71‑5333 (0952‑71‑5335)
（薬菌）第7号
平成28年12月 1日
（在調）第42号
平成26年 3月 1日
（か薬）第256号
平成28年 4月 1日
（在薬）第378号
平成15年 3月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
477 16,4059,1
溝上薬局 白石店
〒849‑1112
（調基３イ）第25号
平成30年 4月 1日
杵薬59
杵島郡白石町大字福田１４３６番
（後発調２）第137号
平成30年 7月 1日
地４
（か薬）第257号
平成28年 4月 1日
0952‑71‑5240 (0952‑71‑5241)
（在薬）第382号
平成15年 4月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
478 16,4060,9
岩井手薬局
〒849‑2302
（調基１）第413号
平成28年 4月 1日
杵薬60
武雄市山内町大字鳥海９７８１番
（後発調２）第96号
平成30年 4月 1日
地
（在薬）第441号
平成17年 5月 1日
0954‑45‑3955 (0954‑45‑2959)
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
479 16,4061,7
そうごう薬局 白石店 〒849‑1203
（調基３ロ）第3号
平成30年 4月 1日
杵薬61
杵島郡白石町大字戸ケ里１８１７
（後発調２）第117号
平成30年 5月 1日
番地５
（在調）第109号
平成30年 4月 1日
0954‑65‑9191 (0954‑65‑5252)
（か薬）第29号
平成28年 4月 1日
（在薬）第443号
平成17年 6月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
480 16,4062,5
おおの薬局
〒849‑2304
（調基１）第75号
平成28年 4月 1日
杵薬62
武雄市山内町大字大野６５７５番
（後発調３）第33号
平成30年 4月 1日
地１０
（か薬）第30号
平成28年 4月 1日
0954‑45‑0770 (0954‑45‑0771)
（在薬）第541号
平成22年 3月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
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481 16,4063,3
杵薬63

ユウアイ薬局

大町店 〒849‑2102
（調基１）第92号
平成28年 4月 1日
杵島郡大町町大字福母６９５番地
（後発調３）第135号
平成30年 7月 1日
４
（在薬）第466号
平成18年 9月 1日
0952‑71‑3058 (0952‑71‑3068)
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
482 16,4064,1
げんき堂薬局 うしや 〒849‑1201
（調基１）第414号
平成28年 4月 1日
杵薬64
店
杵島郡白石町大字牛屋３２４６番
（地支体）第149号
平成30年 5月 1日
地
（後発調３）第96号
平成30年 4月 1日
0954‑65‑2293 (0954‑65‑2293)
（か薬）第156号
平成28年 4月 1日
（在薬）第502号
平成20年 3月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
483 16,4065,8
アカマツ薬局
〒849‑2101
（調基１）第85号
平成28年 4月 1日
杵薬65
杵島郡大町町大字大町８８６７番
（後発調１）第38号
平成30年 4月 1日
地
（か薬）第345号
平成28年10月 1日
0952‑82‑3011 (0952‑82‑3021)
（在薬）第709号
平成28年10月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
484 16,4067,4
溝上薬局 大町店
〒849‑2101
（調基１）第456号
平成28年 4月 1日
杵薬67
杵島郡大町町大字大町８８６３番
（地支体）第140号
平成30年10月 1日
地
（後発調２）第26号
平成30年 4月 1日
0952‑82‑5052 (0852‑82‑6077)
（か薬）第258号
平成28年 4月 1日
（在薬）第500号
平成20年 2月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
485 16,4069,0
カールトン よつ葉薬 〒849‑0501
（調基１）第415号
平成28年 4月 1日
杵薬69
局
杵島郡江北町山口１２０６番地４
（後発調３）第97号
平成30年 4月 1日
0952‑74‑6207 (0952‑74‑6208)
（在薬）第601号
平成24年 4月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
486 16,4070,8
タイヘイ薬局 おおま 〒849‑2102
（調基１）第416号
平成28年 4月 1日
杵薬70
ち店
杵島郡大町町福母４００−４
（地支体）第116号
平成30年10月 1日
0952‑82‑2833
（後発調２）第82号
平成30年 4月 1日
（在調）第119号
平成30年 6月 1日
（か薬）第176号
平成28年 4月 1日
（在薬）第569号
平成23年 7月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
487 16,4071,6
まごころ薬局
〒849‑0506
（調基１）第470号
平成28年 4月 1日
杵薬71
杵島郡江北町大字上小田１１４８
（後発調２）第152号
平成30年 9月 1日
−６
（か薬）第317号
平成28年 4月 1日
0952‑71‑6067
（在薬）第578号
平成23年 9月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
488 16,4074,0
有限会社 江頭薬局 〒849‑1203
（調基１）第418号
平成28年 4月 1日
杵薬74
杵島郡白石町戸ケ里２３４３番地
（か薬）第123号
平成28年 4月 1日
９
（在薬）第607号
平成24年 6月 1日
0954‑65‑5109 (0954‑65‑5109)
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
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489 16,4075,7
杵薬75

ロングサン薬局
店

江北 〒849‑0501
杵島郡江北町山口１２８７
0952‑86‑5331 (0952‑86‑5331)

（調基１）第187号
平成28年 4月 1日
（地支体）第47号
平成30年10月 1日
（後発調３）第67号
平成30年 4月 1日
（か薬）第120号
平成28年 4月 1日
（在薬）第628号
平成25年 5月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
490 16,4076,5
坂本健康堂薬局
〒849‑1112
（調基１）第419号
平成28年 4月 1日
杵薬76
杵島郡白石町福田１９５０−３
（地支体）第71号
平成30年 4月 1日
0952‑84‑3079 (0952‑84‑6363)
（後発調１）第113号
平成30年 5月 1日
（在調）第111号
平成30年 4月 1日
（か薬）第294号
平成28年 4月 1日
（在薬）第677号
平成27年 8月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
491 16,4077,3
タイヘイ薬局 メディ 〒849‑1113
（調基２）第20号
平成30年 4月 1日
杵薬77
カルモールしろいし店 杵島郡白石町福吉１８３６
（後発調３）第75号
平成30年 4月 1日
0952‑71‑5115 (0952‑84‑5353)
（薬菌）第3号
平成28年 4月 1日
（在調）第91号
平成29年 5月 1日
（か薬）第337号
平成28年 8月 1日
（在薬）第686号
平成28年 1月12日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
492 17,4031,8
中央薬局 田店
〒843‑0303
（調基１）第188号
平成28年 4月 1日
藤薬31
嬉野市嬉野町大字吉田丁４６４９
（後発調３）第25号
平成30年 4月 1日
番地２
（か薬）第295号
平成28年 4月 1日
0954‑43‑8137
（在薬）第90号
平成 8年 4月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
493 17,4033,4
嬉野薬局 まとば支店 〒843‑0304
（調基２）第27号
平成30年 4月 1日
藤薬33
嬉野市嬉野町大字岩屋川内甲９９
（後発調３）第117号
平成30年 6月 1日
番地２
（か薬）第259号
平成28年 4月 1日
0954‑42‑2778 (0954‑42‑2805)
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
494 17,4035,9
信衆堂調剤薬局
〒843‑0301
（調基２）第2号
平成30年 4月 1日
藤薬35
嬉野市嬉野町大字下宿甲１７３６
（後発調２）第138号
平成30年 7月 1日
番地５
（か薬）第128号
平成28年 4月 1日
0954‑42‑3580 (0954‑43‑3454)
（在薬）第86号
平成 8年 4月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
495 17,4036,7
キタ薬局
〒849‑1411
（調基１）第189号
平成28年 4月 1日
藤薬36
嬉野市塩田町大字馬場下甲１８４
（地支体）第128号
平成30年10月 1日
５番地
（後発調１）第100号
平成30年 4月 1日
09546‑6‑2037
（か薬）第121号
平成28年 4月 1日
（在薬）第374号
平成15年 1月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
496 17,4037,5
有限会社 かりん薬局 〒843‑0301
（調基１）第39号
平成28年 4月 1日
藤薬37
嬉野市嬉野町大字下宿乙１６８４
（後発調３）第143号
平成30年 9月 1日
番地９
（在薬）第81号
平成 7年11月 1日
0954‑43‑3094 (0954‑43‑3294)
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

[佐賀県]
[平成30年10月 1日現在

薬局]

届出受理医療機関名簿

平成30年10月 1日作成

57 頁

医療機関所在地
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医療機関番号

医療機関名称

病床数
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備 考

電話番号(ＦＡＸ番号)

497 17,4041,7
藤薬41

そうごう薬局

塩田店 〒849‑1411
（調基３ロ）第4号
平成30年 4月 1日
嬉野市塩田町大字馬場下甲６０４
（後発調３）第34号
平成30年 4月 1日
番地１
（か薬）第159号
平成28年 4月 1日
0954‑66‑9171
（在薬）第279号
平成13年 5月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
498 17,4044,1
愛命堂薬局
〒849‑1422
（調基１）第190号
平成28年 4月 1日
藤薬44
嬉野市塩田町大字谷所甲２６３６
（後発調２）第53号
平成30年 4月 1日
番地１
（在薬）第702号
平成28年 7月 1日
0954‑66‑4432 (0954‑66‑4399)
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
499 17,4046,6
アルナ薬局 太良店 〒849‑1602
（調基２）第3号
平成30年 4月 1日
藤薬46
藤津郡太良町大字多良１５６０番
（薬菌）第5号
平成28年 9月 1日
地１
（在調）第102号
平成30年 1月 1日
0954‑67‑9121
（か薬）第386号
平成29年 9月 1日
（在薬）第444号
平成17年 6月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
500 17,4047,4
アルナ薬局 オレンジ 〒849‑1602
（調基１）第56号
平成28年 4月 1日
藤薬47
太良店
藤津郡太良町大字多良１３３７−
（地支体）第117号
平成30年10月 1日
１
（在調）第117号
平成30年 6月 1日
0954‑67‑8060 (0954‑67‑8070)
（か薬）第168号
平成28年 4月 1日
（在薬）第660号
平成26年 9月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
501 20,4001,5
堤薬局 駅通り店
〒842‑0002
（調基１）第423号
平成28年 4月 1日
埼薬1
神埼市神埼町田道ケ里２２２６番
（後発調２）第27号
平成30年 4月 1日
地９
（在薬）第606号
平成24年 5月 1日
0952‑51‑1800 (0952‑51‑1801)
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
502 20,4002,3
神埼薬局 神埼橋店 〒842‑0013
（調基１）第424号
平成28年 4月 1日
埼薬2
神埼市神埼町本告牟田字一ノ鶴２
（地支体）第25号
平成30年10月 1日
９９４番３
（後発調３）第51号
平成30年 4月 1日
0952‑20‑8041 (0952‑20‑8042)
（在調）第40号
平成25年11月 1日
（か薬）第122号
平成28年 4月 1日
（在薬）第515号
平成20年 8月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
503 20,4003,1
ＪＲ九州ドラッグイレ 〒842‑0054
（調基１）第425号
平成28年 4月 1日
埼薬3
ブン薬局 千代田店 神埼市千代田町餘江１２１１番地
（在調）第70号
平成28年 4月 1日
１
（か薬）第413号
平成30年 7月 1日
0952‑34‑6037 (0952‑34‑6038)
（在薬）第522号
平成20年 9月16日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
504 20,4004,9
なかよし調剤薬局
〒842‑0003
（調基１）第426号
平成28年 4月 1日
埼薬4
神埼市神埼町本堀２７０７番地２
（か薬）第357号
平成29年 4月 1日
７
（在薬）第645号
平成26年 4月 1日
0952‑53‑0220
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

[佐賀県]
[平成30年10月 1日現在

届出受理医療機関名簿

薬局]

平成30年10月 1日作成

58 頁
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項番
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備 考

電話番号(ＦＡＸ番号)

505 20,4005,6
埼薬5

そうごう薬局

神埼店 〒842‑0002
神埼市神埼町田道ケ里２２６５−
９
0952‑52‑3362 (0952‑52‑3519)

（調基１）第44号
平成28年 4月 1日
（地支体）第27号
平成30年10月 1日
（後発調２）第124号
平成30年 6月 1日
（在調）第76号
平成28年 8月 1日
（か薬）第296号
平成28年 4月 1日
（在薬）第615号
平成24年12月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
506 20,4006,4
くすのき薬局
〒842‑0003
（調基１）第427号
平成28年 4月 1日
埼薬6
神埼市神埼町本堀３１９９−７
（か薬）第319号
平成28年 4月 1日
0952‑52‑2090 (0952‑52‑2090)
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
507 20,4007,2
ちよだ薬局
〒842‑0053
（調基１）第492号
平成29年 4月 1日
埼薬7
神埼市千代田町直鳥８０６−２１
（地支体）第13号
平成30年10月 1日
0952‑44‑3112 (0952‑44‑3112)
（後発調２）第33号
平成30年 4月 1日
（か薬）第358号
平成29年 4月 1日
（在薬）第714号
平成29年 4月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

