
R4.9.20時点 五十音順

医療機関等名称 郵便番号 住所 電話番号

1 あいあい薬局 〒858-0904 佐世保市中里町341-5 26-2525

2 あいおい薬局 〒857-0051 佐世保市浜田町1-16 24-6288

3 あい薬局 〒857-0804 佐世保市松川町4-4 23-6237

4 あいりす薬局 〒857-1151 佐世保市日宇町678-4 76-8326

5 あかさき薬局 〒857-0064 佐世保市赤崎町296 28-5059

6 東薬局 〒857-0862 佐世保市白南風町15-23 24-0755

7 あずま薬局 〒857-0054 佐世保市栄町5-5 42-5100

8 あんず薬局 〒858-0903 佐世保市上本山町1032-1 40-8477

9 イオン薬局大塔店 〒857-1161 佐世保市大塔町14-2 34-0023

10 井手薬局 〒857-0054 佐世保市栄町5-9 23-3293

11 井手薬局　在宅療養支援　つむぎ 〒857-0142 佐世保市野中町85-8 59-6436

12 井手薬局あいのうら 〒858-0918 佐世保市相浦町263-1 76-9761

13 井手薬局京町店 〒857-0875 佐世保市下京町9-19 37-2020

14 井手薬局塩浜店 〒857-0876 佐世保市塩浜町3-12 37-2626

15 井手薬局松浦店 〒857-0052 佐世保市松浦町2-9 22-7770

16 今泉調剤薬局相生町店 〒857-0044 佐世保市相生町2-21 22-5950

17 今泉調剤薬局宮田町店 〒857-0016 佐世保市俵町1-20 25-5778

18 今泉薬局清水店 〒857-0034 佐世保市万徳町8-16 25-2080

19 今泉薬局ときわ店 〒857-0053 佐世保市常盤町4-12 22-3015

20 うさぎ薬局 〒858-0911 佐世保市竹辺町845-1 47-8841

21 おおの薬局 〒857-0136 佐世保市田原町11-2 41-4455

22 オレンジ薬局 〒857-0134 佐世保市瀬戸越2丁目14番4号 59-8847

23 かつとみ薬局 〒857-0803 佐世保市勝富町4-17 37-8997

24 かまち薬局日宇店 〒857-1151 佐世保市日宇町661 31-1839

25 かまち薬局元町店 〒857-0059 佐世保市元町1-8 42-1321

26 かわかみ薬局 〒859-3232 佐世保市萩坂町1737-1 59-2824

27 かわさき薬局 〒859-6305 佐世保市吉井町直谷1258-12 64-4711

28 かわさき薬局大野店 〒857-0136 佐世保市田原町9-3ｾｲﾝﾄﾋﾞﾙ１０１ 40-9878

29 かわさき薬局湊町店 〒857-0055 佐世保市湊町2-8石井ビル１Ｆ 29-0310

30 川原薬局 〒859-3214 佐世保市権常寺1-10-32 39-1417

31 菊水堂薬局広田店 〒859-3223 佐世保市広田3丁目5-22 38-9298

32 クオール薬局佐世保天神店 〒857-1174 佐世保市天神５丁目１７番１４号 46-5289

33 黒髪調剤薬局 〒857-1152 佐世保市黒髪町649-14 33-3995

34 げんき堂薬局大塔店 〒857-1161 佐世保市大塔町19-17 59-7127

35 健薬局 〒857-0053 佐世保市常盤町8-12 25-6820

36 小阪薬局浜田町店 〒857-0051 佐世保市浜田町2番5号 42-0123

37 ことひら薬局 〒857-0068 佐世保市御船町5番30号 59-8118

38 権常寺かわはら薬局 〒859-3213 佐世保市権常寺町1491番地9 20-5550

39 さかい薬局佐世保店 〒857-1165 佐世保市大和町349-4 33-7595

40 させぼ南薬局 〒859-3236 佐世保市南風崎町2375-4 59-3311

■　小・中学生ならびに母子・父子家庭福祉医療費現物給付実施医療機関等一覧（調剤）

1/4



医療機関等名称 郵便番号 住所 電話番号

41 させぼ薬局 〒857-0134 佐世保市瀬戸越2-14-15 42-9333

42 させぼ薬局島瀬店 〒857-0806 佐世保市島瀬町4-13 37-3966

43 させぼ薬局田原店 〒857-0136 佐世保市田原町13-7 59-7622

44 早苗町調剤薬局 〒859-3211 佐世保市早苗町489-10 56-3700

45 さわせ薬局松浦公園店 〒857-0053 佐世保市常盤町7-13-1Ｆ 37-9321

46 さわやか薬局 〒857-1153 佐世保市もみじが丘町40-37 76-7730

47 しいの木薬局 〒858-0925 佐世保市椎木町308-4 26-2355

48 シオミ薬局 〒857-0862 佐世保市白南風町1-16-101 ｴｽﾌﾟﾗｻﾞﾋﾞﾙ１Ｆ 31-7457

49 しかまち薬局 〒859-6202 佐世保市鹿町町上歌ヶ浦446-3 77-5870

50 シノハラ調剤薬局 〒857-1175 佐世保市天神町1222-1 31-0618

51 城間薬局 〒859-3237 佐世保市城間町968 20-4300

52 新港薬局 〒857-0876 佐世保市塩浜町6-22　Sビル1F 76-7762

53 すこやか薬局 〒857-0864 佐世保市戸尾町7-7 24-0530

54 すずや薬局 〒859-3223 佐世保市広田1丁目6-1　中尾ビル1Ｆ 37-8108

55 すみや薬局 〒858-0914 佐世保市川下町432-1 47-7676

56 すみれ薬局 〒857-0873 佐世保市宮崎町4-7 22-7206

57 セレケア薬局 〒857-1153 佐世保市もみじが丘町40番16号 32-4788

58 セレケア薬局大岳台支店 〒857-1163 佐世保市大岳台町21-1 59-5188

59 セレケア薬局宮崎支店 〒857-0873 佐世保市宮崎町4-3 59-5838

60 セレケア薬局吉岡支店 〒857-0143 佐世保市吉岡町1745-2 76-8788

61 センター調剤薬局 〒857-0052 佐世保市松浦町5-11 42-0673

62 潜竜薬局 〒859-6134 佐世保市江迎町田ノ元469番地 73-7888

63 そうごう薬局小佐々店 〒857-0401 佐世保市小佐々町黒石354-7 41-3171

64 そうごう薬局早岐店 〒859-3213 佐世保市権常寺町1524-5 27-5301

65 武富至誠堂薬局 〒857-0841 佐世保市大宮町3-22 31-5267

66 タケトミ薬局 〒857-0854 佐世保市福石町22-4 31-0101

67 田中薬局 〒859-3223 佐世保市広田3-14-51 39-4193

68 谷本薬局 〒857-0016 佐世保市俵町22-48 23-6271

69 谷本薬局高砂店 〒857-0042 佐世保市高砂町4-20 26-4110

70 調剤薬局ＳＨＯＥＩ 〒857-0876 佐世保市塩浜町6-2 23-6094

71 堤常仁堂薬局 〒857-0806 佐世保市島瀬町10-17 22-5227

72 てんじん薬局 〒857-1174 佐世保市天神5丁目33-10 56-3323

73 とみなが調剤薬局 〒857-0873 佐世保市宮崎町1-3 26-0033

74 トラスト薬局城山店 〒857-0033 佐世保市城山町3-22横田ビル１階 29-0881

75 トラスト薬局万徳店 〒857-0034 佐世保市万徳町5-13河本ビル１階 25-5155

76 中島薬局 〒857-0841 佐世保市大宮町24-2 32-5136

77 なのはな薬局 〒858-0916 佐世保市木宮町5-30 29-1112

78 二丁目調剤薬局 〒857-1174 佐世保市天神２丁目１３－５０ 59-9031

79 ニック調剤薬局高砂店 〒857-0042 佐世保市高砂町4-9 37-0111

80 ニック調剤薬局本山店 〒858-0905 佐世保市下本山町1314-1 42-6003

81 日本調剤 佐世保中央薬局 〒857-0806 佐世保市島瀬町9-7 37-3411

82 のどか薬局 〒857-1162 佐世保市卸本町30-41 32-7472
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83 のどか薬局京坪店 〒857-0874 佐世保市京坪町4-10 42-0090

84 のどか薬局指方店 〒859-3242 佐世保市指方町2220番5 59-5656

85 のどか薬局田原店 〒857-0136 佐世保市田原町17-12 41-0360

86 のどか薬局広田店 〒859-3223 佐世保市広田3丁目24-9 27-5656

87 はいき１丁目薬局 〒859-3215 佐世保市早岐1丁目1-20 39-5399

88 ぱぴぃ薬局 〒857-0016 佐世保市俵町6-9 42-0515

89 はやし薬局 〒857-0112 佐世保市柚木町2180-1 46-2001

90 はりお薬局 〒859-3451 佐世保市針尾東町29-3 58-2131

91 日野すまいる薬局 〒858-0923 佐世保市日野町1902-1 42-2593

92 日の出薬局 〒857-1231 佐世保市船越町1244-2 28-5627

93 ひの薬局 〒858-0923 佐世保市日野町1180-8 42-2171

94 ひろた薬局 〒859-3223 佐世保市広田1-10-8 39-4788

95 福石薬局 〒857-0854 佐世保市福石町17-32 34-2633

96 フジヤ薬局大潟店 〒858-0926 佐世保市大潟町60-90 48-2358

97 フジヤ薬局戸尾店 〒857-0864 佐世保市戸尾町3-8 22-5384

98 ふじわら薬局 〒857-0832 佐世保市藤原町39-1 59-5757

99 ぺりかん薬局 〒857-0132 佐世保市松原町35-9 41-4077

100 ほんだ薬局 〒857-1161 佐世保市大塔町2015-1 20-8911

101 まこと調剤薬局 〒857-0016 佐世保市俵町2-3 25-5522

102 まつお薬局 〒857-0032 佐世保市宮田町1-21 22-7063

103 三川内薬局 〒859-3151 佐世保市三川内本町292-6 26-3335

104 みつば調剤薬局春日店 〒857-0011 佐世保市春日町29-10 23-8960

105 みつば調剤薬局山祇店 〒857-0822 佐世保市山祇町19-20 34-1650

106 みつば調剤薬局矢峰店 〒857-0133 佐世保市矢峰町89-4 76-8861

107 みふね薬局 〒857-0068 佐世保市御船町4-25 22-9476

108 みやぞえ薬局 〒857-0028 佐世保市八幡町3番3号 37-0666

109 みやぞえ薬局八幡ビル店 〒857-0028 佐世保市八幡町４－３　八幡ビル１０５ 59-7990

110 美輪薬局木場田店 〒857-0041 佐世保市木場田町9-18 25-3549

111 もとしま薬局 〒857-0871 佐世保市本島町3-14 29-0080

112 森調剤薬局 〒857-0133 佐世保市矢峰町223-3 40-8691

113 薬剤師会会営薬局 〒857-0134 佐世保市瀬戸越3-2-22 41-4321

114 山口薬局 〒859-3215 佐世保市早岐1-2-3 38-1486

115 大和調剤薬局 〒857-1165 佐世保市大和町407-3 34-2841

116 友愛薬局サンクル店 〒857-0054 佐世保市栄町5-9-2F 59-5002

117 ゆうゆう薬局 〒857-1165 佐世保市大和町15-2 27-2800

118 ゆうわ薬局 〒859-3223 佐世保市広田1丁目4-9 37-6588

119 ゆたか調剤薬局 〒857-0871 佐世保市本島町2-16 22-0363

120 吉井調剤薬局 〒859-6326 佐世保市吉井町立石454-3 64-2733

121 吉牟田薬局相浦店 〒858-0916 佐世保市木宮町4-10 47-2683

122 吉牟田薬局大野店 〒857-0136 佐世保市田原町15-5 49-5428

123 吉牟田薬局泉福寺店 〒857-0134 佐世保市瀬戸越2-7-4 49-4295

124 吉牟田薬局光町店 〒858-0908 佐世保市光町1-5 59-9663
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125 吉牟田薬局日野店 〒858-0925 佐世保市椎木町180-5 47-2222

126 よしむら調剤薬局 〒857-0135 佐世保市瀬戸越町1291 49-6108

127 よつば調剤薬局 〒857-0802 佐世保市高天町5-15 23-1108

128 らいふ薬局松浦店 〒857-0052 佐世保市松浦町2番21号九十九島ﾋﾞﾙ１階 29-3210

129 力武薬局 〒857-0875 佐世保市下京町7-18 22-9543

130 リッキーファーマシー 〒858-0903 佐世保市上本山町1038 マックスバリュー中里店内 41-4888

131 わかば薬局 〒857-0851 佐世保市稲荷町26-4 34-5585
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