
2020.09.10更新
勤務地 会社名 奨学金支援 給与 年収換算（賞与含まず） 備考

●株式会社パルス 応相談 貸与 255,000円 306万円 北海道21店舗
株式会社メディプラン 不明 - 270,000円 324万円 札幌22店舗、東京4店舗
●株式会社町田アンド町田商会 100万円 貸与 295,000円 354万円 青森27店舗　/　薬剤師数50名
中央薬品株式会社 180万円（3年） 給付 280,000円 336万円 青森17店舗、岩手1店舗
中央薬品株式会社 200万円 一括貸与 280,000円 336万円 青森17店舗、岩手1店舗　/　5年勤務で返済不要（育休期間も5年に含まれる）
●有限会社トータルディバイズ 480万円 給付 年棒制 480万円 岩手5店舗
●有限会社スタイル薬局 200万円 給付 352,000円 422.4万円 盛岡市2店舗

秋田県 ●株式会社池田薬局 応相談 貸与 301,000円 361.2万円 秋田26店舗　/　ファーネットには月286,000円と記載（要確認）
共栄堂 180万円（3年） 給付 25.3～30.3万円 400.35～460.35万円 新潟95店舗、山形10店舗　/　クオールグループ　/　賞与4.5ヶ月分含む（基本給21.5万円）
JA新潟県厚生農業協同組合連合会 360万円（10年） 給付 - - 各年度上限5名
しなの薬局グループ 300万円（5年） 給付 275,000円 330万円 新潟31店舗
共栄堂 180万円（3年） 給付 25.3～30.3万円 400.35～460.35万円 新潟95店舗、山形10店舗　/　クオールグループ　/　賞与4.5ヶ月分含む（基本給21.5万円）
公立高畠病院 600万円（10年） 貸与 218,500円～ 262.2万円 （賞与1年目3ヶ月分、2年目以降4.5ヶ月分）賞与含まない
●有限会社ファーマシーすず 600万円 貸与 270,000円～ 324万円 茨城7店舗、東京6店舗、宮城5店舗、山形5店舗、千葉3店舗、福島1店舗、大阪1店舗

福島県 ●有限会社ファーマシーすず 600万円 貸与 270,000円～ 324万円 〃
茨城県 ●有限会社ファーマシーすず 360万円 貸与 270,000円～ 324万円 〃

●中央薬局グループ 300万円 給付 年棒制 430万円 埼玉22店舗、群馬3店舗
●株式会社蘭調剤薬局 400万円 貸与 268,000円 321.6万円 東京8店舗、埼玉5店舗、千葉1店舗、神奈川1店舗
●株式会社飛鳥薬局 200万円 給付 269,000円 322.8万円 マイナビには最大400万円と記載。短期間型/長期間型の2種類がある。詳細不明。
●株式会社グリーンファーマシー 180万円 貸与 300,000円 360万円 東京13店舗、埼玉2店舗、神奈川1店舗、山梨1店舗
株式会社ハローコーポレーション 200万円（5年） 給付 年棒制 450万円 埼玉13店舗、東京6店舗、茨城1店舗　/　決算賞与別途支給あり
●株式会社蘭調剤薬局 400万円 貸与 268,000円 321.6万円 東京8店舗、埼玉5店舗、千葉1店舗、神奈川1店舗
●株式会社グリーンファーマシー 180万円 貸与 300,000円 360万円 東京13店舗、埼玉2店舗、神奈川1店舗、山梨1店舗
株式会社ハローコーポレーション 200万円（5年） 給付 年棒制 450万円 埼玉13店舗、東京6店舗、茨城1店舗　/　決算賞与別途支給あり
いちょう薬局 応相談 - 不明 370万円～ 東京5店舗、神奈川1店舗。奨学金についてHPに記載なし。GUPPY新卒に「奨学金早期返済コース」と記載。
望星薬局 不明 - 281,000円 337.2万円 神奈川9店舗、東京3店舗、埼玉1店舗　/　外来がん治療認定薬剤師3名在籍　/　賞与年3回
●株式会社蘭調剤薬局 400万円 貸与 268,000円 321.6万円 東京8店舗、埼玉5店舗、千葉1店舗、神奈川1店舗
医療法人　塩田記念病院 不明 - 300,000円～ 360万円～ 奨学金についてHPに記載なし。日本病院薬剤師会の施設紹介→関東ブロックに記載あり。
医療法人　塩田病院 不明 - 26.5～32万円 318～384万円 奨学金についてHPに記載なし。日本病院薬剤師会の施設紹介→関東ブロックに記載あり。
●株式会社グリーンファーマシー 180万円 貸与 300,000円 360万円 東京13店舗、埼玉2店舗、神奈川1店舗、山梨1店舗
●アサヒグループ 応相談 給付 251,000円 301.2万円 神奈川10店舗、静岡1店舗
●株式会社カワセ 年間50万円 給付 262,000円 387万円 横浜市7店舗　/　賞与3ヶ月分含む
●ひまわり調剤薬局株式会社 応相談 一括貸与 280,000円 336万円 川崎市中心に16店舗
望星薬局 不明 - 281,000円 337.2万円 神奈川9店舗、東京3店舗、埼玉1店舗　/　外来がん治療認定薬剤師3名在籍　/　賞与年3回
SF・インフォネット（セントラル薬局） 不明 - 323,600円 388.32万円 神奈川4店舗、千葉1店舗　/　固定残業込
●医療法人社団愛友会　勝田病院 216万円（3年） 貸与 236,300円 283.56万円 現在はHPに薬剤師の求人なし
龍ケ崎済生会病院 480万円 - 227,030円 385万円 賞与4.35ヶ月分、当直手当月2回含む

長野県 ●株式会社コトブキヤ薬局 300万円（5年） 貸与 年収 400万円 5年勤務で返済不要　/　公式HP見つけられず
株式会社はいやく 2万円/月 給付 270,000円～ 324万円～ 静岡24店舗　/　毎月の返済金額の半額補助（最大2万円）　/　条件良さそう
健康第一薬局 300万円（5年） 給付 260,000円 312万円 静岡9店舗、愛知7店舗、岐阜1店舗
●株式会社さわやか薬局 252万円（6年） 貸与 300,000円 360万円
●株式会社さわやか薬局 250万円 一括貸与 300,000円 360万円
健康第一薬局 300万円（5年） 給付 260,000円 312万円 静岡9店舗、愛知7店舗、岐阜1店舗
●エルピーダファルマ株式会社 300万円 貸与 295,000円 354万円 三重3店舗
●有限会社NFP 500万円 貸与 年収 400万円～ 津市5店舗
●社会医療法人畿内会 岡波総合病院 300万円 給付 230,200円 276.24万円 病床数358床、診療科目17科
●シグマ薬品株式会社 300万円 給付 300,000円 360万円 ドラッグストア13店舗、調剤併設3店舗。月給は管理薬剤師手当含む
●医療法人爽神堂 七山病院 300万円（5年） 給付 240,240円 288.288万円 病床数613床、診療科目4科（精神科、心療内科、内科、歯科）
サンプラザ薬局 不明 - 261,000円～ 313.2万円～ 大阪22店舗、京都3店舗
アピスファーマシー（アピス薬局） 不明 - 27～32万円 324～384万円 大阪41店舗、東京10店舗、滋賀6店舗、京都5店舗、愛知4店舗、岐阜4店舗など
社会医療法人　若弘会 不明 - 266,000円 319.2万円 夜勤手当2回分含む
医療法人聖志会渡辺病院 1000万円（10年） 給付 不明 - 3年勤務後300万円支給、以後1年勤務ごとに100万円支給
●（医）青山会 リフレまえだ病院 300万円 給付 30～50万円 360～600万円 病床数108床
特定医療法人　茜会　昭和病院 360万円（6年） 給付 320,000円 384万円 病床数338床、診療科目11科
●（社）鳥取県中部医師会立　三朝温泉病院 324万円 給付 310,200円 372.24万円 現在はHPに薬剤師の求人なし
鳥取県 216万円（1年） 支給 - - 第1種→50％（最大216万円）、第2種→25％（最大108万円）

愛媛県 ● 市立宇和島病院 360万円 給付 207,800円 249.36万円 病床数435床、診療科目34科
香川県 正木薬局グループ 180万円(5年） 貸与 250,000円 300万円 香川7店舗、愛媛1店舗　/　（賞与4ヶ月分含まない）5年以内に退職した場合、一部返還義務あり。

●（一社）藤元メディカルシステム 藤元総合病院 480万円 給付 321,300円 385.56万円 病床数343床、診療科目23科
有限会社　共栄調剤薬局（ハラダ薬局） 1200万円 給付 年棒制 500万円～ 最大月5万円×20年
小林市立病院 540万円（9年） 貸与 不明 - 助成金の貸与を受けた期間、私立病院で従事すれば返済免除
えびの市立病院 360万円（6年） 給付 不明 - 病床数50床、医師4名、薬剤師1名、看護師22名

大分県 長門記念病院 半額 一括貸与 266800円 433.56万円 病床数250床、診療科目14科　/　賞与5ヶ月分含む。病院が一括で返済後、一定期間就業で50％は返済免除。
佐賀県 ●株式会社 信衆堂 400万円 給付 360,000円 432万円 佐賀3店舗、従業員27名、薬剤師8名

鹿児島県 曽於医師会立病院/有明病院 300万円（5年） 給付 300,000円～ 360万円～ 一般病床34床、療養型病床105床、診療科目3科（内科、産婦人科、外科）
沖縄県 沖縄県 36万円 給付 - - 沖縄県内の薬局又は病院に就業後、令和2年10月16日までに必要書類提出
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