
武雄市 住　 　所 電話番号

高橋薬局 〒843－0001武雄市朝日町大字甘久１９８３ 0954-23-8360

さくら薬局 〒843－0001武雄市朝日町大字甘久２０１番地１ 0954-20-0093

株式会社　宮﨑薬局 〒843－0022武雄市武雄町大字武雄７２８０番地 0954-23-1165

坂本快方薬局 〒843－0022武雄市武雄町大字武雄８０１４番地３ 0954-22-6448

げんき堂薬局　みふね店 〒843－0022武雄市武雄町武雄３６６９－１ 0954-27-8260

スカイメディカルたけお薬局 〒843－0022武雄市武雄町武雄３８５－２ 0954-26-8577

第一薬局武雄支店 〒843－0023武雄市武雄町昭和１５５番地 0954-23-9623

昭和薬局 〒843－0023武雄市武雄町昭和７８ 0954-23-8108

ヘルシー武雄薬局 〒843－0023武雄市武雄町昭和８－８ 0954-22-2335

げんき堂薬局　昭和店 〒843－0023武雄市武雄町大字昭和２１０番地 0954-27-8839

げんき堂薬局 〒843－0023武雄市武雄町大字昭和３０９番地２ 0954-26-8123

さくら新武雄病院前薬局 〒843－0024武雄市武雄町富岡１２６２４－１ 0954-26-9650

あさひ薬局　内町店 〒843－0024武雄市武雄町富岡７４６２－２ 0954-26-8080

おもてなし薬局　若木店 〒843－0151武雄市若木町川古７４６０－１ 0954-26-3077

川登薬局 〒843－0233武雄市東川登町永野５７８８－３ 0954-22-5422

アルナ薬局　北方店 〒849－2204武雄市北方町大字大崎１３１８番地１ 0954-36-3306

岩井手薬局 〒849－2302武雄市山内町鳥海９７８１－１ 0954-45-3955

おおの薬局 〒849－2304武雄市山内町大野６５７５－１０ 0954-45-0770

嬉野市 住　 　所 電話番号

ミント薬局 〒843－0301嬉野市嬉野町下宿甲３０８２番地７４ 0954-42-4187

アルナ薬局　温泉駅前店 〒843－0301嬉野市嬉野町下宿甲３６５０－１ 0954-27-8114

ドラッグイレブン薬局　築城店 〒843－0301嬉野市嬉野町下宿甲４７１３－５ 0954-42-1789

佐賀市 住　 　所 電話番号 信衆堂薬局築城店 〒843－0301嬉野市嬉野町下宿甲４７３０番地１１ 0954-20-2356

神代薬局　八田店 〒840－0013佐賀市北川副町新郷７３２－１ 0952-27-9123 有限会社　かりん薬局 〒843－0301嬉野市嬉野町大字下宿乙１６８４番地９ 0954-43-3094

神代薬局　木原店 〒840－0015佐賀市木原三丁目２番１５号 0952-29-5607 中央薬局　嬉野店 〒843－0301嬉野市嬉野町大字下宿乙２１８７番地４ 0954-42-1307

久保薬局木原店 〒840－0015佐賀市木原二丁目２３番７号 0952-24-2233 ドラッグイレブン薬局　中川通り店 〒843－0301嬉野市嬉野町大字下宿乙２３１５－１０ 0954-42-0769

有限会社　伊勢薬局　本庄店 〒840－0027佐賀市本庄町大字本庄８６０番地１６ 0952-27-7880 信衆堂調剤薬局 〒843－0301嬉野市嬉野町大字下宿甲１７３６番地５ 0954-42-3580

神代薬局　本庄店 〒840－0027佐賀市本庄町大字本庄８８８番地８ 0952-23-2577 大草野薬局 〒843－0302嬉野市嬉野町大字下野丙４５番１ 0954-20-4005

久保薬局西与賀店 〒840－0034佐賀市西与賀町大字厘外８５９番地１６ 0952-22-2311 中央薬局吉田店 〒843－0303嬉野市嬉野町大字吉田丁４６４９番地２ 0954-43-8137

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 そうごう薬局　塩田店 〒849－1411嬉野市塩田町大字馬場下甲６０４番地１ 0954-66-9171

ヤマト薬局尼寺店 〒840－0201佐賀市大和町大字尼寺２４６９番地４ 0952-62-8162

カイドー薬局　大和店 〒840－0201佐賀市大和町大字尼寺2754－6 0952-62-7003 西松浦郡 住　 　所 電話番号

春風薬局　大和店 〒840－0201佐賀市大和町大字尼寺字一本松３４２９番地１ 0952-62-8700 ゆう薬局 〒844－0027西松浦郡有田町南原甲１６６番地３ 0955-42-3900

ひので薬局　かすが店 〒840－0201佐賀市大和町尼寺２５６８－１ 0952-37-3455 かこば薬局 〒849－4165西松浦郡有田町黒川丙６２７－２０ 0955-41-2234

神代薬局　大和店 〒840－0201佐賀市大和町尼寺２６４１番地３ 0952-62-6840

ヤマト薬局　立石店 〒840－0211佐賀市大和町大字東山田２１００番地５ 0952-51-2882 小城市 住　 　所 電話番号

やまぐち薬局　大和川上店 〒840－0214佐賀市大和町川上３２４－３ 0952-62-0751 けんけん薬局 〒845－0001小城市小城町７２３番地１５ 0952-72-6565

福神調剤薬局　佐賀駅前店 〒840－0801佐賀市駅前中央１－１０－３７佐賀駅前センタービル　６Ｆ 0952-25-8808 タイヘイ薬局　小城店 〒845－0004小城市小城町松尾４０９１番地１ 0952-73-7333

こうの薬局 〒840－0804佐賀市神野東３丁目７番８号 0952-30-4346 タイヘイ薬局　メディカルモールおぎ店 〒845－0021小城市三日月町長神田２１７３番地１ 0952-72-2228

虹の薬局 〒840－0804佐賀市神野東４丁目９番２１号 0952-32-2077 神代薬局　セリオ牛津店 〒849－0302小城市牛津町柿樋瀬１０６２番地１ショッピングプラザセリオ内 0952-66-6078

神代薬局　神野東店 〒840－0804佐賀市神野東四丁目３番１５号 0952-60-1213 有限会社　ユートク薬局 〒849－0306小城市牛津町勝１４９９番地１ 0952-51-5161

株式会社　愛敬薬局　神野支店 〒840－0804佐賀市神野東二丁目４番２４号 0952-31-5793

有限会社　伊勢薬局神野店 〒840－0806佐賀市神園２丁目７番３号 0952-31-9567 多久市 住　 　所 電話番号

株式会社　愛敬薬局高木町支店 〒840－0822佐賀市高木町５番１２号 0952-26-5793 片桐薬局京町店 〒846－0002多久市北多久町大字小侍６０２番地８ 0952-74-2112

有限会社　永松薬局 〒840－0825佐賀市中央本町１番２４号 0952-26-6523 虹の薬局　多久店 〒846－0012多久市東多久町大字別府３２４５番地２３ 0952-71-2087

株式会社　愛敬薬局中央支店 〒840－0825佐賀市中央本町３番９号 0952-22-5793

久保薬局中町店 〒840－0826佐賀市白山１丁目５番２３号 0952-26-2817 唐津市 住　 　所 電話番号

ふくしま薬局　通小路店 〒840－0831佐賀市松原４丁目３番２０号 0952-20-2180 あさひ薬局　山本店 〒847－0002唐津市山本１３９６番地 0955-53-8770

株式会社　愛敬薬局松原支店 〒840－0831佐賀市松原４丁目３番９号 0952-23-4193 健栄薬局 〒847－0011唐津市栄町２５７６番地１ 0955-70-0232

神代薬局　松原店 〒840－0831佐賀市松原三丁目１番１３号 0952-41-2890 健栄さかえ町薬局 〒847－0011唐津市栄町２５７８番地１６ 0955-58-9233

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 ロングサン薬局　大名小路店 〒847－0012唐津市大名小路３０８－６　中央ビル１階 0955-75-3320

カワハラ薬局 〒840－0843佐賀市川原町５－１７ 0952-23-5214 辻薬局　大名小路店 〒847－0012唐津市大名小路７１番地 0955-79-4770

有限会社　伊勢薬局 〒840－0844佐賀市伊勢町１番８号 0952-22-2897 辻薬局　大手小路店 〒847－0013唐津市南城内３番３６号 0955-72-6498

昭栄調剤薬局 〒840－0853佐賀市長瀬町７番２６号 0952-29-6606 辻薬局城内店 〒847－0013唐津市南城内６７番地 0955-72-3595

神代薬局　嘉瀬店 〒840－0861佐賀市嘉瀬町中原１９７９番４号 0952-27-7555 有限会社まつばら薬局　中央店 〒847－0014唐津市西城内５－１４－２ 0955-58-8462

やまぐち薬局　嘉瀬扇町店 〒840－0862佐賀市嘉瀬町扇町２４６９番２６ 0952-22-2231 しろくま薬局　鏡店 〒847－0022唐津市鏡２５３７番地１ 0955-58-8880

アルナ薬局　好生館前店 〒840－0862佐賀市嘉瀬町扇町２４７２－１ 0952-37-5005 辻薬局　生駒店 〒847－0022唐津市鏡２６５３番地１ 0955-70-6560

株式会社愛敬薬局嘉瀬町支店 〒840－0862佐賀市嘉瀬町扇町２４７７－１０ 0952-29-4193 有限会社　まつばら薬局 〒847－0022唐津市鏡２９０４番地２ 0955-77-1294

諸富センター薬局 〒840－2102佐賀市諸富町大字為重５６５番地６ 0952-47-6711 あさひ薬局　松南店 〒847－0028唐津市鏡新開３９ 0955-77-6020

諸富薬局 〒840－2105佐賀市諸富町諸富津２２９－３ 0952-47-3525 辻薬局　刀町店 〒847－0052唐津市呉服町１８２５－２ 0955-70-1428

ひよこ薬局 〒840－2201佐賀市川副町福富８６６－３ 0952-34-7417 あさひ薬局　からつ駅前店 〒847－0053唐津市紺屋町１６７１番地４ 0955-70-0370

川副ひまわり薬局 〒840－2213佐賀市川副町鹿江６２８－３ 0952-37-7222 辻薬局　市役所通り店 〒847－0055唐津市刀町１５３１－１ 0955-79-7700

こやなぎ薬局 〒840－2213佐賀市川副町大字鹿江１０５９－８ 0952-37-8910 有限会社　まつばら薬局外町店 〒847－0062唐津市船宮町２２４７番地１ 0955-72-0668

コーソ薬局　ラポール店 〒840－2213佐賀市川副町大字鹿江９５３番地　ラポール店内 0952-45-0046 辻薬局　栄町店 〒847－0062唐津市船宮町２５８８番１３ 0955-70-2225

久保田薬局 〒849－0201佐賀市久保田町大字徳万２０５２番地３ 0952-68-4187 あさひ薬局　市民グラウンド前店 〒847－0082唐津市和多田天満町１丁目４１２６ 0955-58-9123

ひなた薬局 〒849－0204佐賀市久保田町大字久保田１３０番地５ 0952-51-3228 健湊薬局 〒847－0133唐津市湊町７７１番１ 0955-79-1010

アサヒ薬局 〒849－0906佐賀市金立町金立２２１２－２７ 0952-71-8088 たかはし薬局 〒847－0303唐津市呼子町呼子４１８０－１ 0955-51-1777

春風薬局 〒849－0918佐賀市兵庫南一丁目１２番９号 0952-27-8955 辻薬局一中通り店 〒847－0816唐津市新興町８０番 0955-73-5441

やまぐち薬局　兵庫南店 〒849－0918佐賀市兵庫南三丁目１４番２５号 0952-26-7755 山下至誠堂薬局　神田店 〒847－0824唐津市神田２０６９番地１ 0955-75-4338

株式会社　愛敬薬局兵庫西支店 〒849－0918佐賀市兵庫南二丁目１５番２７号 0952-23-5793 辻薬局神田店 〒847－0824唐津市神田２２０２番地６０ 0955-74-1646

ピース薬局　ドライブスルー夢咲店 〒849－0919佐賀市兵庫北２丁目２５番３号 0952-97-9237 あさひ薬局　本店 〒847－0841唐津市朝日町１０５７番地１９ 0955-75-3005

株式会社　愛敬薬局夢咲支店 〒849－0919佐賀市兵庫北２丁目３０番２１号 0952-33-5793 山下至誠堂薬局　菜畑店 〒847－0844唐津市菜畑３６１３番地３ 0955-75-3678

ひので薬局　城北店 〒849－0921佐賀市高木瀬西１丁目２－１ 0952-34-4355 有限会社　まつばら薬局　西唐津店 〒847－0873唐津市海岸通７１８２番地７８ 0955-74-7648

さくら薬局 〒849－0921佐賀市高木瀬西２丁目１６番１４号 0952-32-2465 一般社団法人唐津東松浦薬剤師会薬局七山店 〒847－1106唐津市七山滝川１２５４　七山市民センター地内 0955-58-2020

株式会社　愛敬薬局高木瀬支店 〒849－0921佐賀市高木瀬西５丁目１５番２９号 0952-32-1293 健康クラブ薬局 〒849－3133唐津市厳木町本山３７７番地１１ 0955-63-4231

ひので薬局　北部店 〒849－0922佐賀市高木瀬東３丁目４－１５ 0952-31-9646 テンジン薬局 〒849－3201唐津市相知町相知２２６７番地 0955-62-3548

ひので薬局　高木瀬店 〒849－0922佐賀市高木瀬東四丁目８４８番２号 0952-34-5678 あさひ薬局　相知店 〒849－3201唐津市相知町相知３０５６－１ 0955-51-8350

高木瀬薬局 〒849－0922佐賀市高木瀬東二丁目１５番４号 0952-31-3005 あさひ薬局　キャロット浜玉店 〒849－5131唐津市浜玉町浜崎２２４ 0955-53-8449

日の出薬局 〒849－0923佐賀市日の出１丁目１４番１７号 0952-33-0289

国立佐賀病院前　春風薬局 〒849－0923佐賀市日の出一丁目２１番１号 0952-36-5454 東松浦郡 住　 　所 電話番号

神代薬局　黒川店 〒849－0926佐賀市若宮２丁目１５番６号　福井ビル内 0952-31-8173 辻薬局玄海町店 〒847－1441東松浦郡玄海町大字今村６１１５番地 0955-51-3222

神代薬局　若宮店 〒849－0926佐賀市若宮一丁目１９番３０号 0952-36-6275

神代薬局　北部バイパス店 〒849－0926佐賀市若宮三丁目１番２２号 0952-34-4666 伊万里市 住　 　所 電話番号

なべしま薬局 〒849－0932佐賀市鍋島町大字八戸溝１６０４番地７ 0952-34-4118 おもてなし薬局　南波多店 〒848－0007伊万里市南波多町井手野２４６４－１ 0955-24-3099

あさひ薬局　開成店 〒849－0934佐賀市開成３丁目５番４２号 0952-33-0346 誠心堂薬局　あすなろ店 〒848－0021伊万里市大坪町甲２３５０番地８９ 0955-25-9936

今泉薬局鍋島アーガス店 〒849－0935佐賀市八戸溝三丁目１２番２０号 0952-36-8577 株式会社　松尾薬局 〒848－0027伊万里市立花町２７４９番地４ 0955-23-5446

ひかり薬局　鍋島店 〒849－0936佐賀市鍋島町森田５９４－５ 0952-33-2325 三和薬局 〒848－0027伊万里市立花町３０００番地２ 0955-22-2457

ひかり薬局　鍋島西店 〒849－0936佐賀市鍋島町森田６０８－１ 0952-32-7355 ひまわり薬局 〒848－0031伊万里市二里町八谷搦１０４１番地 0955-23-9180

養正会薬局 〒849－0937佐賀市鍋島４丁目１番６号 0952-30-2694 あじさい薬局 〒848－0031伊万里市二里町八谷搦１１３９番地５ 0955-20-4390

くぼ薬局医大通り店 〒849－0937佐賀市鍋島三丁目２番１号 0952-32-1133 誠心堂薬局　寿通り店 〒848－0041伊万里市新天町６０１番地３ 0955-23-5814

株式会社　愛敬薬局医大前支店 〒849－0937佐賀市鍋島三丁目６番２２号 0952-33-8793 かりん薬局伊万里店 〒848－0041伊万里市新天町６２０番地５ 0955-22-5574

サンアイ薬局　いまり店 〒848－0041伊万里市新天町字中島４６０番地１４ 0955-25-9770

鳥栖市 住　 　所 電話番号 さよがわ薬局 〒849－4261伊万里市山代町立岩２７６４番地７ 0955-20-2199

わたや薬局 〒841－0005鳥栖市弥生が丘２丁目２０番地 0942-82-3283 さと薬局 〒849－4282伊万里市東山代町里１０４－３ 0955-28-0101

本鳥栖薬局 〒841－0026鳥栖市本鳥栖町６３３番地４５ 0942-87-3588

一光堂薬局 〒841－0031鳥栖市鎗田町２８８番地１ 0942-85-3939 三養基郡 住　 　所 電話番号

東町　わたや薬局 〒841－0035鳥栖市東町１丁目１０２０番地 0942-81-3039 有限会社　鳥栖三養基薬剤師会会営薬局 〒849－0101三養基郡みやき町大字原古賀７０１９番地１１ 0942-94-9100

もくば薬局　本町店 〒841－0037鳥栖市本町１丁目９３６番地１ 0942-84-0201 くぼ薬局北茂安店 〒849－0111三養基郡みやき町大字白壁４３０５番地８ 0942-89-1777

クローバ薬局 〒841－0052鳥栖市宿町１２４７番地５ 0942-85-8551 ひがしお薬局 〒849－0113三養基郡みやき町東尾２２８２番地１ 0942-89-1122

とまと薬局　鳥栖店 〒841－0052鳥栖市宿町９９４番地８ 0942-87-8750 タイヘイ薬局　上峰店 〒849－0123三養基郡上峰町大字坊所２７６番地６ 0952-52-7277

メイプル薬局 〒841－0056鳥栖市蔵上２丁目２１６番地 0942-81-3832

あおば薬局 〒841－0056鳥栖市蔵上４丁目３２４番地 0942-81-5517 杵島郡 住　 　所 電話番号

薬局　ぞうさんのくすり箱 〒841－0063鳥栖市下野町３０９７番地３ 0942-81-5007 ロングサン薬局　江北店 〒849－0501杵島郡江北町山口１２８７ 0952-86-5331

スカイメディカルあさひ薬局 〒841－0067鳥栖市西田町２１１番地 0942-50-8062 ヤマト薬局 〒849－0501杵島郡江北町山口１３５５番地８ 0952-86-2973

てんびん薬局 〒841－0081鳥栖市萱方町１３２－７ 0942-84-6401 江頭調剤薬局 〒849－1103杵島郡白石町大字築切８５１番地 0952-84-2211

ひとみ薬局 〒841－0081鳥栖市萱方町１９１－２ 0942-85-9415 タイヘイ薬局　Ａコープ店 〒849－1112杵島郡白石町大字福田１４３９番地２ 0952-71-5333

けやき薬局 〒841－0083鳥栖市古賀町３６０番地３ 0942-85-3841 タイヘイ薬局　メディカルモールしろいし店 〒849－1113杵島郡白石町福吉１８３６ 0952-71-5115

めぐり薬局 〒849－1201杵島郡白石町牛屋３２４６ 0954-65-2293

神埼市・神埼郡 住　 　所 電話番号 有限会社　江頭薬局 〒849－1203杵島郡白石町戸ケ里２３４３番地９ 0954-65-5109

神埼薬局　本店 〒842－0002神埼市神埼町田道ケ里２２７１番地５ 0952-53-1314 タイヘイ薬局　おおまち店 〒849－2102杵島郡大町町福母４００－４ 0952-82-2833

神埼薬局　朝日支店 〒842－0003神埼市神埼町本堀２９４９番地１６ 0952-52-9300

神埼薬局　神埼橋店 〒842－0013神埼市神埼町本告牟田字一ノ鶴２９９４番３ 0952-20-8041 鹿島市 住　 　所 電話番号

ちよだ薬局 〒842－0053神埼市千代田町直鳥８０６－２１ 0952-44-3112 なごみ薬局 〒849－1311鹿島市高津原１８６７－４ 0954-68-0716

おのうえ薬局 〒842－0054神埼市千代田町餘江４３番地２ 0952-34-6118 アルバ薬局 〒849－1311鹿島市高津原９１－５ 0954-62-0839

神埼薬剤師会薬局 〒842－0104神埼郡吉野ヶ里町三津１６８番地 0952-51-1077 祐信堂薬局 〒849－1311鹿島市大字高津原４３１８番地１１ 09546-3-3251

以下薬局では、オンライン資格確認システムを通じて患者様の
薬剤情報又は特定健診情報等を取得・活用して調剤等を実施できる体制を有しています。
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