
高知市支部（高知市保健所管内）
（南部）潮江・長浜・御畳瀬・浦戸・春野 令和４年７月１２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

あわじ薬局 高知市役知町１１ー１２ 088-832-0115 088-832-4936
月・火・木・金　　     　9:00～18:00
水　　　　　　　　　     　9:00～17:00
土　　　　　　　　　     　9:00～13:00

開局時間内
薬局の近隣
要相談

対応できない

病院通薬局　みなみ店 高知市役知町１５－６ 088-803-5542 088-803-5543
月・火・水・金　　　　　 9:00～18:00
木　　　　　　　　　　　　 9:00～17:00
土                          9:00～13:00

開局時間内 要相談 対応できない

クローバー薬局 高知市潮新町２－７－３ 088-831-9585 088-831-9585

月・火・水・金　　     　9:00～12:30
　　　　　　　　　      　 13:30～18:00
木　　　　　　　     　　　9:00～13:00
                            14:00～18:00
土　　　　　　　　　　　　 9:00～13:00
　　　　　　　　　　　　　13:30～16:30

要相談 16km圏内 対応できない

きらら☆薬局　北新田店 高知市北新田町９－１５ 088-856-7133 088-856-7132
月・火・水・金　　     　9:00～18:00
木　　　　　　　　  　     9:00～17:00
土　　　　　　　　　     　9:00～13:00

要相談 要相談 対応できない

新田町うさぎ薬局 高知市新田町１４－２６ 088-833-1781 088-833-1781
月・火・木・金　　     　9:00～17:30
水　　　　　　　　　     　9:00～12:30
土　　　　　　　　　     　9:00～13:00

要相談 16km圏内 対応できない

ひだまり薬局 高知市梅ノ辻６－５ 088-803-7858 088-803-7857
月・火・木・金　　　     9:00～18:00
水　　　　　　　　　     　9:00～17:00
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

つちばし薬局　梅ノ辻店 高知市梅ノ辻８－１１ 088-837-0688 088-834-0658

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

要相談 要相談 対応できない

こなつ薬局 高知市桟橋通１－１０－６ 088-821-8824 088-821-8824
月・火・水・金　  　  　 9:00～12:30
　 　　　　　　　　   　　14:00～18:00
木・土　　　　　　   　 　9:00～12:30

要相談 要相談 対応できない

アイン薬局　桟橋店 高知市桟橋通２－７－７ 088-837-1050 088-837-1051 月～土　   　　　　　　　9:00～18:00 要相談 16km圏内
他の薬局との
連携により対
応できる

ベル薬局　百石店 高知市百石町２－１－１５ 088-837-8410 088-837-8411 月～金　　　　　     　　8:45～17:45
開局時間内
要相談

16km圏内
要相談

対応できない

うさぎ薬局 高知市百石町２－２－９ 088-833-8118 088-833-8118
月・火・水  　  　          9:00～18:00
木・土　　　　　　      　 　9:00～13:00

開局時間内 薬局の近隣 対応できない

エール薬局　百石店 高知市百石町２丁目２９－１３ 088-837-7177 088-837-7178

月・火　　　　　　    　  9:00～19:00
水　　　　　　　　　       9:00～17:00
木・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

あかね薬局　六泉寺店 高知市高見町１８９－１ 088-833-7033 088-833-7034 月～土　   　　　　　　　　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

しのはら薬局　潮江店 高知市高見町３４８ 088-805-0131 088-805-0134

月・火・木・金　　     　9:00～13:00
　　　　　　　　　　      15:00～18:00
水・土 　　　　　　     　9:00～13:00
（第1・3・5土曜日は休み）

要相談 要相談 対応できない

ミモザ薬局 高知市萩町１－６－４７ 088-837-1387 088-837-1388

月・火・水　　           　9:00～18:00
木　　　　　　    　      　9:00～17:00
金　　　　　      　      　9:00～19:00
土　　　　                　9:00～13:00

要相談
薬局の近隣
要相談

対応できない

うしおえ薬局 高知市竹島町１３－１ 088-805-0090 088-805-0091
月・火・木・金　   　 　　9:00～18:30
水　　　　　　　　   　 　　9:00～17:00
土　　　　　　　　  　    　9:00～18:00

要相談 薬局の近隣 対応できない

マック竹島調剤薬局 高知市竹島町１５８－１ 088-837-7727 088-837-7737 月～土　　　　　　　　 　10:00～19:00 開局時間内 薬局の近隣 対応できない

マリーナ薬局 高知市六泉寺町８７－９ 088-805-0680 088-805-0685
月～金　                  　9:00～12:30
                             14:00～18:30
土　　　　　                  9:00～12:30

要相談 16km圏内 対応できない

岡本平和薬局 高知市長浜５８９ 088-841-2443 088-848-0047 月～土　　　　　 　    　 9:00～19:00
開局時間内
要相談

薬局の近隣
要相談

対応できない

フォレスト調剤薬局　長浜店 高知市長浜４８２８－２ 088-837-9611 088-837-9612
月・火・水・金　　    　   9:00～17:15
木　　　　　　　　　     　　9:00～12:15
土　　　    　　    　 　　　9:00～17:00

要相談 16km圏内 対応できない

ひかり薬局　瀬戸店 高知市瀬戸１－２－６２ 088-802-6517 088-802-6518

月・火・木・金            　9:00～13:00
                             14:00～18:00
土　　　　　                  9:00～13:00
                             14:00～17:00

要相談 要相談 対応できない

桂浜通ひこばえ薬局 高知市瀬戸南町１－２－１ 088-837-9215 088-837-9216
月・火・水・金   　　   　9:00～18:00
木　　　                    9:00～17:00
土　　　　　　　　     　 　9:00～13:00

開局時間内 薬局の近隣 対応できない

四国調剤　はるの薬局 高知市春野町芳原１３１６－２ 088-805-2301 088-805-2302
月～金　　　　  　   　 　8:30～18:00
土　　　　　　　　     　 　8:30～13:00

開局時間内
開局時間外

要相談
自局で対応で
きる

南ヶ丘薬局 高知市春野町南ヶ丘１－１－２ 088-856-7061 088-856-7062
月～金　　　　　   　   　8:30～18:00
土　　　　　　　　   　   　8:30～17:30

要相談 16km圏内 対応できない
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