
高知市支部（高知市保健所管内）
（東部）布師田・大津・三里・五台山・高須・介良・南街・北街・下知 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

ハロー薬局　大津店 高知市大津甲５９３－４ 088-878-3338 088-878-3339
月～金　　　　　　       　 9:00～18:00
土　　　　　　　    　　    　9:00～17:30

開局時間内 16km圏内
他の薬局との
連携により対
応できる

ブルークロス調剤薬局　大津店 高知市大津甲６０１ 088-878-3520 088-878-3521
月・火・水・金・土　  　 　9:00～18:00
木　　　　　　　　　　　     9:00～17:00

要相談 要相談 対応できない

マック大津調剤薬局 高知市大津乙１０７１ 088-866-8477 088-866-8478 月～土　　　　　　　　 　　9:00～18:00 要相談 要相談 対応できない

えがお薬局 高知市大津乙１８７４－１０ 088-821-6390 088-821-6391
月・火・木・金　　       　 9:00～18:00
水　　　　　　　　　        　9:00～13:00
土　　　　　　　　　        　9:00～17:00

開局時間外 薬局の近隣 対応できない

エール薬局　たかす店 高知市大津乙２７０５－３ 088-878-5666 088-878-5667
月～金　　　　　        　　8:30～19:30
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

あおい薬局 高知市池２８４１－１ 088-837-6888 088-837-6900
月～金　　　　　　        　8:30～18:00
土　　　　　　　　　        　9:00～12:00

開局時間内 要相談 対応できない

エール薬局 高知市池２８４１－１ 088-837-6077 088-837-6012
月～金　　　　　　       　 9:00～18:00
土　　　　　　　    　　    　9:00～10:00

開局時間内 16km圏内
他の薬局との
連携により対
応できる

ベル薬局 池店 高知市池２８７３ -８ 088-847-0811 088-847-0812 月～金　　　　　　        　9:00～18:00 要相談 要相談
他の薬局との
連携により対
応できる

高知調剤薬局　にいだ店 高知市仁井田６４６－１ 088-856-9511 088-856-9512
月～金　　　　　      　  　9:00～18:00
土　　　　　　　      　　  　9:00～13:00

開局時間内 薬局の近隣 対応できない

ひなた薬局 高知市仁井田６５３－２ 088-847-3680 088-847-3681
月～金　　　　      　　  　8:30～17:30
土　　　　　　　      　  　　8:30～12:30

開局時間内
開局時間外

16km圏内 対応できない

アイン薬局　高須店 高知市高須２－１８－１１ 088-878-8777 088-878-8778
月～金　　　        　　 　9:00～18:00
土　　　　　　　　　       　9:00～17:00

開局時間内
開局時間外

要相談
他の薬局との
連携により対
応できる

あっぷる・ふぁ～ましぃ 高知市葛島１－１０－７５ 088-883-9540 088-883-9545
月～金　　　　      　   　9:00～19:00
土　　　　　　　　    　   　9:00～17:00

開局時間内
要相談

16km圏内
要相談

対応できない

エール薬局　かづらしま店 高知市葛島１－９－５１ 088-880-4100 088-880-4102
月～金　　　　 　　     　 9:00～18:00
土　　　　　　　    　     　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　きっず店 高知市葛島２－６－３３ 088-803-5151 088-803-5157
月～金　　　　　　       　9:00～18:00
土　　　　　　　　　  　   　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

薬局清流　けら店 高知市介良３５４ 088-878-7116 088-878-7118
月～金　　　　　　      　9:00～18:00
土　　　　　　　　　      　9:00～14:00

要相談 要相談 対応できない

あじさい薬局　介良店 高知市介良乙１０４９ 088-878-7662 088-878-7663

月・水　　　　　       　 　9:00～18:00
火・金　　　　　　    　    9:00～19:00
木　　　　　　　　　         9:00～17:00
土　　　　　　　　　         9:00～16:30

開局時間内 薬局の近隣 対応できない

病院通薬局　さくら店 高知市九反田３－９ 088-856-6500 088-856-6501
月～金　　　　   　   　　 9:00～18:00
土　　　　　　　　      　 　9:00～13:00

要相談 要相談 対応できない

アルファ薬局　宝永店 高知市城見町３－１８ 088-885-5020 088-885-5121
月～金　　　　　         　8:45～17:45
土　　　　　　　　         　8:45～12:45

開局時間内
開局時間外

要相談
他の薬局との
連携により対
応できる

エール薬局　はりまや店 高知市はりまや町１－７－７ 088-878-0222 088-878-0223 月・火・木・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

つちばし薬局　はりまや店 高知市南はりまや町１－１７－２７ 088-884-5876 088-884-5879
月・火・木・金　　         9:00～19:00
土　　　　　　　　　         9:00～18:00

要相談 要相談 対応できない

四国調剤　しののめ薬局 高知市東雲町８－４８ 088-855-8005 088-855-8006
月～金　　　　   　      　9:00～18:00
土　　　　　　　　       　  9:00～13:00

開局時間内
開局時間外

要相談
他の薬局との
連携により対
応できる

ペンギン堂薬局 高知市日の出町２－２０ 088-880-1622 088-880-1722
月～金　　　　   　    　  9:00～18:00
土　　　　　　　　       　  9:00～13:00

開局時間内
要相談

薬局の近隣
要相談

対応できない

ちより薬局 高知市知寄町１－５－１７ 088-885-1156 088-880-4780
月～金　　　　　　  　     8:30～17:30
土　　　　　　　　　   　    8:30～12:30

開局時間内
要相談

薬局の近隣
要相談

他の薬局との
連携により対
応できる

アルファ薬局　青柳店 高知市若松町１１－２２ 088-802-7560 088-802-7561
月～金　　　　　　       　8:30～17:30
土　　　　　　　　　         8:30～12:30

開局時間内
開局時間外

要相談
他の薬局との
連携により対
応できる

あじさい薬局　杉井流店 高知市杉井流２－３ 088-878-8788 088-878-8789
月・火・水・金　　       　9:00～18:30
木　　　　　　　　     　  　9:00～17:00
土　　　　　　　     　　    9:00～15:00

要相談 薬局の近隣 対応できない

ひかり薬局 高知市杉井流１４－１７ 088-803-7111 088-803-7444

月～金　　                 9:00～13:00
                            14:30～18:00
土　　　　                 　9:00～13:00
                            14:00～17:00

要相談 要相談 対応できない
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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

あかね薬局　北川添店 高知市北川添１９－３４ 088-880-5560 088-880-5561
月～金　               　　9:00～18:00
土　　　　　　            　 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

フォレスト調剤薬局知寄町店 高知市二葉町１－４ 088-882-7510 088-882-7520
月・火・水・金　　       　9:00～18:00
木・土　 　　　　　       　9:00～13:00

開局時間外
要相談

16km圏内
要相談

対応できない
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