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（様式第４号）  

薬剤師奨学金制度指定薬局開設者一覧表 
  令和 2年 7月現在 

 

№ 指定薬局の名称 
薬局所在地 

（市町） 
薬局開設者 

奨学金制度 照会・連絡先 
ホームページ 

担当者名 電話番号 ＦＡＸ番号 メールアドレス 

１ 
あさひ薬局からつ駅前

店 
唐津市 ㈱あさひ薬局 川﨑伸治 0955-72-3768 0955-72-3767 

n.kawasaki@asahi-p

-karatsu.com 
 

２ あさひ薬局松南店 唐津市 ㈱あさひ薬局 川﨑伸治 0955-72-3768 0955-72-3767 
n.kawasaki@asahi-p

-karatsu.com 
 

３ あさひ薬局山本店 唐津市 ㈱あさひ薬局 川﨑伸治 0955-72-3768 0955-72-3767 
n.kawasaki@asahi-p

-karatsu.com 
 

４ アルナ薬局太良店 
藤津郡太良

町 
㈱アルナ薬局 赤峯京子 0954-68-0210 0954-68-0214  

http://www.aruna-

ds.co.jp 

５ 久保田薬局 
佐賀市久保

田町 
㈲久保田薬局 清水美由紀 0952-68-4187 0952-68-4375 

kubota-yakkyoku@li

on.ocn.ne.jp 
 

６ くぼ薬局医大通り店 佐賀市 ㈲久保薬局 古賀志保美 0952-23-4550 0952-26-8585 
kencho@kubo-phar

macy.co.jp 

http://www.kubo-

pharmacy.co.jp 

７ 久保薬局木原店 佐賀市 ㈲久保薬局 古賀志保美 0952-23-4550 0952-26-8585 
kencho@kubo-phar

macy.co.jp 

http://www.kubo-

pharmacy.co.jp 

８ 神代薬局神野東店 佐賀市 ㈱神代薬局 松枝 聖 0952-60-1213 0952-60-1215 
kounohigashi@sgr.b

biq.jp 

www.kumashiro-p

.co.jp 

９ 佐賀北薬局 佐賀市 ジンフィールド㈱ 石橋正義 0952-37-5118 0952-37-6462 

yasuyotomoyomasa

misayaka@yahoo.co.

jp 

http://sagakita.co

m 

10 佐賀北薬局 2号店 佐賀市 ジンフィールド㈱ 石橋正義 0952-37-5118 0952-37-6462 

yasuyotomoyomasa

misayaka@yahoo.co.

jp 

http://sagakita.co

m 
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11 
タイヘイ薬局メディカ

ルモールおぎ店 

小城市三日

月町 
㈱大平 田中一正 0952-72-2225 0952-72-3049 

3140@taihei-group.j

p 

http://www.taihei-

group.jp 

12 
タイヘイ薬局メディカ

ルモールしろいし店 

杵島郡白石

町 
㈱大平 田中一正 0952-72-2225 0952-72-3049 

3140@taihei-group.j

p 

http://www.taihei-

group.jp 

13 タカトリ薬局大財店 佐賀市 ㈲タカトリ薬局 高取幸司 0952-23-4371 0952-23-4371 
ootakara@takatori-

kanpou.com 

http://www.takato

ri-kanpou.com/ 

14 辻薬局大名小路店 唐津市 ㈱辻薬店 辻 智幸 0955-70-2225 0955-70-2226 
tsujiyakuten08@roy

al.ocn.ne.jp 

http://www.tsuji-y

akuten.jp/ 

15 株式会社馬場薬局 唐津市 ㈱馬場薬局 坂本清美 0955-73-1144 0955-73-1140 
k.sakamoto@babaka

npou.co.jp 

http://www.babak

anpou.co.jp 

16 馬場薬局海岸通り店 唐津市 ㈱馬場薬局 坂本清美 0955-73-1144 0955-73-1140 
k.sakamoto@babaka

npou.co.jp 

http://www.babak

anpou.co.jp 

17 溝上薬局木原店 佐賀市 ㈱ミズ 空閑涼子 080-3964-1595 0952-22-7974 
kuga@miz-pharmac

y.co.jp 

https://www.miz-p

harmacy.co.jp/ 

18 溝上薬局白石店 
杵島郡白石

町 
㈱ミズ 空閑涼子 080-3964-1595 0952-22-7974 

kuga@miz-pharmac

y.co.jp 

https://www.miz-p

harmacy.co.jp/ 

19 溝上薬局原町店 鳥栖市 ㈱ミズ 空閑涼子 080-3964-1595 0952-22-7974 
kuga@miz-pharmac

y.co.jp 

https://www.miz-p

harmacy.co.jp/ 

20 祐信堂薬局 鹿島市 ㈱信衆堂 井上智博 0954-63-3251 0954-63-3281 
yusindo@orange.ocn

.ne.jp 

https://www.shins

hudo.com/ 
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21 養正会薬局 佐賀市 ㈲養正会 池西和貴 0952-30-2694 0952-33-8137 
yoseikai@ip-membe

rs.net 

 

22 らいふ薬局医大通り店 佐賀市 
㈱ナチュラルライ

フ 百々史和 0952-36-7055 0952-36-7125 dodo@life-jp.com 
 

23 
らいふ薬局佐賀県医療

センター好生館前店 
佐賀市 

㈱ナチュラルライ

フ 百々史和 0952-36-7055 0952-36-7125 dodo@life-jp.com 
 

24   
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