
香長土支部（中央東福祉保健所管内） 令和４年７月１１日現在

薬局名 薬局所在地 電話 ＦＡＸ 開局時間
在宅対応
可能時間

訪問可能な
範囲

無菌調剤

四国調剤　山北薬局 香南市香我美町山北１３０５－２ 0887-52-8200 0887-52-8207
月・水・木・金　　       　 8:50～17:50
火　　　　　　　       　     8:50～16:50
土　　　　　　　　　　　      8:40～12:40

開局時間内
開局時間外

要相談 対応できない

アルファ薬局　香南店 香南市赤岡町２０６７－１ 0887-52-8117 0887-52-8119
月・水・木・金・土　        8:50～17:50
火　　　　　 　　           　8:50～12:50

開局時間内
開局時間外

要相談 対応できない

のいち駅前薬局 香南市野市町西野５８７－２０ 0887-57-5231 0887-57-5232
月・火・木・金　　　        9:00～18:00
水　　　　　 　　           　9:00～17:00
土　　　                      9:00～16:00

要相談 要相談 対応できない

ファムコ　やまもも薬局 香南市野市町西野１９００－５ 0887-56-4448 0887-56-4448
月～金　　　　　　        　9:00～18:00
土　　　　　　　　　        　9:00～12:00

要相談 要相談 対応できない

パルス薬局 香南市野市町西野２６３７－１ 0887-57-5210 0887-52-8116
月～金　　　　　         　8:30～18:00
土　　　　　　　　　       　8:30～15:00

開局時間内 16km圏内
他の薬局との
連携により対
応できる

アイン薬局　野市店 香南市野市町東野３５４－１６ 0887-57-7037 0887-57-7038
月～土　　　　　            9:00～18:00
日・祝                        9:00～17:30

要相談 16km圏内
他の薬局との
連携により対
応できる

あい薬局　びらふ 香美市香北町美良布１５３４－３ 0887-59-2220 0887-59-2116
月・火・水・金　　        　9:00～18:00
木・土　　　　　　         　9:00～13:00

要相談 要相談 対応できない

ブルークロス　さくら薬局 香美市土佐山田町１１７－２２ 0887-52-8078 0887-52-8072
月～木　　　 　　         　9:00～18:30
金　　　　　 　　      　 　　9:00～13:00

要相談 要相談 対応できない

ベル薬局　山田店 香美市土佐山田町旭町５－３－１１ 0887-57-0133 0887-57-0143
月～金　　　　       　 　　9:00～18:00
土　　　　　　　　       　 　9:00～13:00

要相談
16km圏内
要相談（16km以
上のとき）

他の薬局との
連携により対
応できる

さわ薬局
香美市土佐山田町栄町２２２
バリューノア店内

0887-53-4579 0887-52-8731
月・火・水・金　        　　9:00～18:30
木・土　　　　　　         　9:00～12:30

開局時間内 薬局の近隣 対応できない

神母ノ木薬局 香美市土佐山田町神母ノ木３３５－１ 0887-52-0919 0887-52-0640 毎日　　　　　　        　　8:00～18:00 要相談 要相談 対応できない

むこせ薬局 香美市土佐山田町西本町２－３－６ 0887-53-5628 0887-52-0295
月・火・木・金　           8:15～17:15
水　　　　　　　　　         8:15～16:15
土　　　　　　　　　         8:15～12:15

開局時間内
要相談

要相談 対応できない

やいろ薬局 香美市土佐山田町西本町５－３－１ 0887-53-3910 0887-53-7510 毎日　　　　　　        　　8:30～18:30 開局時間外 薬局の近隣 対応できない

四国調剤　あさひ薬局２号店 香美市土佐山田町東本町２－２－４１0887-57-0020 0887-57-0010
月～金　　　　　       　　9:00～18:00
土　　　　　　　　       　　9:00～13:00

開局時間内
開局時間外

要相談 対応できない

四国調剤　あさひ薬局 香美市土佐山田町東本町４－１－３６ 0887-53-2070 0887-53-2014
月～金　　　　　　       　9:00～18:00
土　　　　　　　　　       　9:00～13:00

要相談 要相談 対応できない

薬局清流 香美市土佐山田町楠目３９－１ 0887-57-0501 0887-57-0502
月～金　　　　　       　　8:30～18:00
土　　　　　　　      　 　　8:30～12:30

開局時間内 要相談 対応できない

こばな薬局 香美市土佐山田町百石町１－６－１４ 0887-53-4191 0887-57-4310
月・火・水　　　          　9:00～17:30
金　　　　　　　　　         9:00～18:30
土　　　　　　　　　         9:00～12:30

開局時間内 薬局の近隣 対応できない

あい薬局 香美市土佐山田町百石町１－９－６ 0887-57-0357 0887-57-0353 月～土　　        　       8:30～18:00 要相談 要相談 対応できない

ドラッグセイムス土佐山田薬局 香美市土佐山田町宝町５－１－３６ 0887-52-8818 0887-52-8819
月～金　　　             　9:00～19:00
土　　　　　　　　　　　　　 9:00～13:00

要相談 要相談 対応できない

くろしお薬局　十市店 南国市緑ヶ丘２－１７１４ 088-865-6462 088-865-6627
月・火・水・金　　       　9:00～19:00
木　　　　　　　　         10:00～19:00
土　　                     　9:00～16:00

要相談 要相談 対応できない

きしもと薬局　十市店 南国市十市２６８１ 088-865-2055 088-865-2077 
月・火・水・金　　       　9:00～17:30
木　　　　　　　　           9:00～17:00
土　　                     　9:00～13:00

開局時間内
要相談

薬局の近隣 対応できない

アイン薬局　南国店 南国市大埇甲１２１０－３ 088-878-2080 088-878-2083
月・火・木・金      　 　　9:00～18:00
水・土 　　　　　       　　9:00～13:00

要相談 16km圏内 対応できない

高知調剤薬局　おおそね店 南国市大埇甲１４５３ 088-821-7266 088-821-7267
月～金　　　　　       　 　8:30～17:30
 土                    　 　　8:30～12:30

開局時間内 薬局の近隣 対応できない

西田順天堂薬局 南国市大埇甲１７０５ 088-864-2502 088-863-6877
月～金　　　　 　　      　9:00～18:00
土　　　　　　　　 　      　9:00～17:00

開局時間内 要相談 対応できない

西田順天堂薬局　オオソネ店 南国市大埇乙１２５８－１ 088-864-4110 088-864-4576
月～金　　　　 　　      　8:30～18:00
土　　　　　　　　 　      　8:30～13:00

要相談 要相談 対応できない

ブルークロス調剤薬局　南国店 南国市篠原１２９－１ 088-863-7510 088-863-7521
月・火・木・金　 　      　9:00～18:00
土　　　　　　　　　       　9:00～17:00

要相談 要相談 対応できない

らいむ薬局 南国市篠原１６２－４ 088-856-8007 088-856-9083 月～土　　  　　　　       9:00～18:00 要相談 要相談 対応できない
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アイン薬局　篠原店 南国市篠原１８８７－３ 088-855-3181 088-855-3182
月・火・水・金  　　        9:00～18:00
木　　　　　　　　　   　　 　9:00～13:00
土　　　　　　    　　 　   　9:00～14:30

要相談 16km圏内
他の薬局との
連携により対
応できる

アイン薬局　ＪＡ高知病院前店 南国市明見５３８－６ 088-878-2700 088-878-6667
月～金　　　　　    　    　8:30～18:30
土（第１・３・５）　        　9:00～17:00
土（第２・４）　　　          8:30～13:00

要相談 16km圏内
他の薬局との
連携により対
応できる

アイン薬局　明見店 南国市明見８００－２ 088-878-6400 088-878-2333
月・火・木・金            　8:00～17:30
水・土　　　　　             8:00～13:00

要相談 16km圏内
他の薬局との
連携により対
応できる

西田順天堂薬局　明見店 南国市明見字堀井甲５６６－１ 088-880-6002 088-880-6003
月～金　　　　           　8:30～18:30
土（第１・３・５）     　　 　8:30～13:00
土（第２・４）　　           8:30～17:00

開局時間内 要相談 対応できない

なんごく薬局 南国市西野田町１－２３－６ 088-863-1824 088-863-1996
月～金　　　  　    　  　　8:30～17:30
土　　　　　　　　        　　8:30～12:30

要相談 要相談 対応できない

そうごう薬局　後免町店 南国市後免町１－８－３５ 088-880-6101 088-880-6102
月・火・水・金　      　  　9:00～18:00
土　　　　　　　     　　　   9:00～17:30

開局時間内 16km圏内 対応できない

西田順天堂薬局　中町店 南国市駅前町３－１－３９ 088-878-6105 088-878-6106
月～金　　　 　　      　 　8:30～18:00
土　　　　　 　　    　　   　8:30～12:00

要相談 要相談 対応できない

いの薬局 南国市東崎１３４８－２ 088-880-6688 088-880-6689
月・水・金　　 　    　   　8:30～17:30
火・木　　　　　　       　　8:30～17:00
土　　                     　8:30～13:00

開局時間内 16km圏内 対応できない

りょうせき薬局 南国市領石１８－５ 088-862-0128 088-862-0129
月・火・木・金　 　       　8:30～13:00
　　　　　　　　　         　15:00～18:30
水・土　　　　            　 8:30～13:00

要相談 要相談 対応できない

ハロー薬局　こくぶ川店 南国市岡豊町蒲原３９－１０ 088-804-5250 088-804-5251
月～金　　　　　   　  　   9:00～18:00
土　　　                    15:30～16:30

開局時間内 16km圏内
他の薬局との
連携により対
応できる

日本調剤高知東薬局 南国市岡豊町小蓮１８５－１ 088-855-3084 088-855-3086
月～金　　　　　           8:30～19:00
土　　　　　　　　　　　　 　8:30～12:30

開局時間内 16km圏内
他の薬局との
連携により対
応できる

おこう薬局 南国市岡豊町小蓮３９０－３ 088-878-5556 088-878-5557 月～金　　　　　       　　 9:00～18:00 開局時間内 16km圏内
他の薬局との
連携により対
応できる

エール薬局　医大前店 南国市岡豊町小蓮１１７４－５ 088-855-6444 088-855-6445
月～金　　　　              9:00～18:00
土　　　　　　　　　　　 　 14:00～15:00

開局時間内 16km圏内
自局で対応で
きる

ヨシムラ薬局　バイパス店 長岡郡本山町本山５７９－１ 0887-76-4372 0887-76-4372
月～土　　　　　          　8:45～19:00
祝祭日　　                  9:00～17:00

要相談
薬局の近隣
要相談

対応できない

エール薬局　れいほく店 長岡郡本山町本山５８０－１ 0887-70-2320 0887-70-2321
月～金　　          　    　9:00～18:00
土（第２・４）　              9:00～13:00

開局時間内 16km圏内
他の薬局との
連携により対
応できる

エール薬局　さめうら店 土佐郡土佐町田井１３７２－５ 0887-70-1500 0887-70-1501
月～金　　　　　       　 　8:30～17:30
土　　　　　　　　       　　 8:30～13:00

開局時間内 16km圏内
他の薬局との
連携により対
応できる


