
高知市支部（高知市保健所管内）
（北部）一宮・秦・江の口・上街・高知街・小高坂・土佐山 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

ドレミ薬局 高知市一宮東町５－４－１６ 088-826-5160 088-826-5170
月・火・木・金　　       　9:00～17:30
水                           9:00～17:00
土　　　　　　      　       9:00～12:30

要相談 要相談 対応できない

つちばし薬局　一宮店 高知市一宮西町１－３－９ 088-826-5310 088-826-5325
月～金　　　　　     　  　9:00～18:00
土　　　　　　　　     　  　9:00～13:30

要相談 要相談 対応できない

ひかり薬局 高知インター店
高知市一宮南町１－１５－１３
マルナカ高知インター店２階

088-802-5347 088-802-5348
月～金　　　　　       　　9:00～18:30
土　　　　　　　　       　　9:00～17:00

要相談 要相談 対応できない

ダイリン薬局 高知市薊野北町２－１０－１ 088-846-7866 088-846-7868
月～金　                   9:00～18:00
土　                       　8:30～12:30
                （隔週で17:30まで延長）

開局時間内
16km圏内
要相談

対応できない

病院通薬局　あぞの店 高知市薊野北町２－１０－５１－１４ 088-846-2771 088-846-2781
月～金　                   8:30～17:30
土　                       　8:30～12:30
                （隔週で17:30まで延長）

開局時間内 薬局の近隣 対応できない

つちばし薬局　あぞの店 高知市薊野東町９－３４ 088-846-7001 088-846-7002
月・火・水・金　　       　8:30～18:30
木　　　　　　　　　       　8:30～16:30
土　　　　　　　　     　  　8:30～13:00

要相談 16Km圏内 対応できない

ブルークロス調剤薬局　日赤北店 高知市東秦泉寺４７－１ 088-802-7077 088-802-7080
月～金　　　　　     　  　9:00～18:00
土　　　　　　　　　       　9:00～13:00

開局時間内 16km圏内 対応できない

イオン薬局　高知店 高知市秦南町１－４－８ 088-826-8104 088-826-8105 毎日　　　　　              9:00～21:00 要相談 薬局の近隣 対応できない

エール薬局　日赤店 高知市秦南町１－５－４０－７ 088-802-3557 088-802-3210
月～金　　　　　　       　9:00～18:00
土　　　　　　　　　     　14:00～15:00

開局時間内 16km圏内
他の薬局との
連携により対
応できる

日本調剤　高知薬局 高知市秦南町１－５－４０－１１ 088-873-6488 088-873-6489
月～金　　　　　　       　9:00～18:00
土　　　　　　　　　       　9:00～13:00

開局時間内 16km圏内 対応できない

あとむ薬局　みその店 高知市三園町２３４番 088-855-9114 0120-920-653
月・火・水・金　　　　   　9:00～17:30
木・土　　　　　　　　      9:00～12:30

開局時間内
要相談

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　入明店 高知市入明町５－１ 088-820-7130 088-820-7132
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

たけい薬局 高知市伊勢崎町１３－９ 088-856-6522 088-856-6533
月・火・水・金　　  　　 　8:30～18:00
木　　　　　　　　　         8:30～13:00
土　　　　　　　　　　       8:30～16:00

要相談 要相談 対応できない

あたご薬局 高知市愛宕町１－１－１４ 088-802-3399 088-802-3398
月～金　　　     　　  　　8:45～18:00
土　　　　　　　     　　  　8:45～13:00

要相談 16km圏内 対応できない

あおぞら薬局 高知市愛宕町１－４－７ 088-856-7870 088-856-7871
月～金　　　　　     　  　8:45～17:45
土　　　　　　　　     　  　8:45～13:45

開局時間内 薬局の近隣 対応できない

とまと薬局 高知市愛宕町１－４－９ 088-826-1112 088-826-1113
月～金　　　　    　　　  9:00～18:00
土　　　　　　　    　　　  9:00～13:00

要相談 要相談 対応できない

稲本薬局 高知市愛宕町２－１８－２２ 088-872-3668 088-803-7277 月～土　　　　　　      　 9:00～19:00 要相談 要相談 対応できない

あとむ薬局 高知市愛宕町２－１９－４ 088-855-4731 088-855-4732
月・火・木・金　     　　 9:00～18:00
水　　　　　　　　      　　9:00～17:00
土　　　　　　　　    　  　9:00～12:30

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

ブルークロス　江ノ口薬局 高知市愛宕町２－２２－２ 088-802-3741 088-802-3747
月・火・水・金　　       　8:30～18:30
木　　　　　　　　      　 　8:30～17:00
土　　　　　　　　    　   　8:30～17:30

要相談 要相談
自局で対応で
きる

つちばし薬局　あたご店 高知市愛宕町３－１２－５ 088-823-6006 088-823-6003
月～金　　　　    　　　   8:30～18:00
土　　　　　　　    　   　　8:30～13:00

要相談
薬局の近隣
要相談

対応できない

ベル薬局 高知市大川筋１－１－２２ 088-820-5160 088-820-5161
月・火　　　　　     　  　 9:00～20:00
水・木・金　　    　 　 　  9:00～18:00
土　　　　　　　     　　    9:00～13:00

要相談 16km圏内
他の薬局との
連携により対
応できる

カイセイ薬局 高知市大川筋１－３－５０ 088-873-5750 088-873-5668
月～金　　　　　    　  　9:00～21:00
土・日　　　　　　   　  　9:00～18:00
（日曜日は当番制）

要相談 薬局の近隣 対応できない

サンファーマシー　はるかぜ薬局 高知市大川筋２－５－４５ 088-855-5582 088-855-5582
月・火・木・金　　　　   　8:30～18:00
水　　　　　　　　　　     　8:30～16:30
土　　　　　　　　　       　8:30～17:00

開局時間内
要相談

16km圏内 対応できない

相生薬局 高知市相生町３－３０ 088-885-2470 088-885-2472
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

ドラッグセイムス高知駅前薬局 高知市栄田町２－４－１２ 088-802-8070 088-802-8071 月～金　　　　　           9:00～18:00
開局時間内
要相談

薬局の近隣 対応できない

アザレ薬局 高知市北本町１－１－２ 088-855-7600 088-855-7601 月～金　　　　　           9:00～18:00 要相談 16km圏内
自局で対応で
きる

あじさい薬局　北本町店 高知市北本町４－３－４ 088-878-1618 088-878-1619
月・水・金　        　　  　9:00～17:30
火・木     　　        　　　9:00～17:00
土　　　　　　　             8:30～17:00

開局時間内
開局時間外

16km圏内
要相談

自局で対応で
きる
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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

にしもり薬局 高知市新本町１－１－１６ 088-872-2816 088-872-6163
月・火・木・金　  　    　　9:00～20:00
水・土　　　　　　　       　9:00～18:30

要相談 要相談 対応できない

くろしお薬局　駅前店 高知市新本町１－１４－３ 088-855-6375 088-855-6376
月・火・木・金・土　 　　　9:30～18:30
水　　　　                  　9:30～13:30

開局時間内
要相談

薬局の近隣 対応できない

高知センター薬局 高知市比島町３－１－１６ 088-854-3571 088-854-3572
月～金　　　              　9:00～18:00
土　　　　　　　　　  　    　9:00～13:00

要相談 薬局の近隣 対応できない

高知調剤薬局　ひじま店 高知市比島町４－７－１３ 088-802-2121 088-802-2122
月～金　　   　　　　　     9:00～18:00
土　　　　　　   　　　     　9:00～13:00

開局時間内
要相談

要相談 対応できない

ユーミン薬局 高知市上町１－４－２０ 088-875-9251 088-875-9252
月～金　　　　　        　　9:00～18:00
土　　　　　　　　        　　9:00～14:00

開局時間内 薬局の近隣 対応できない

玄白堂薬局　上町店 高知市上町１－４－２５ 088-820-5540 088-820-5810
月～金　　　　　        　　8:30～18:00
土　　　　　　　　        　　8:30～17:00

開局時間内
開局時間外

要相談 対応できない

ブルークロス調剤薬局　上町店 高知市上町１－５－１２ 088-820-1702 088-820-1703
月～金　　　　　       　　 9:00～18:00
土　　　　　　　   　　    　 9:00～13:00

開局時間内 要相談
他の薬局との
連携により対
応できる

上町薬局 高知市上町２－２－１２ 088-875-8555 088-825-1755
月・火・水・金　   　     　8:30～18:00
木　　　　　　　　   　     　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

対応できない

アルファ薬局　上町店 高知市上町５－６－２１ 088-856-6075 088-856-6085
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

ますがた薬局 高知市升形８－１ 088-822-8100 088-822-8120
月～金　　　　　    　    　9:00～18:00
土　　　　　　　　    　    　9:00～13:00

要相談 薬局の近隣 対応できない

しのはら薬局　本町店 高知市与力町３－２９ 088-820-8933 088-820-8935
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

ブルークロス調剤薬局　本町店 高知市鷹匠町１－１－２３ 088-820-4311 088-820-4312
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

つちばし薬局　本店 高知市本町１－１－３ 088-823-5876 088-871-3775
月～土　　　　　 　      　 9:30～19:00
日　　　　　　　　        　10:00～18:00

要相談 要相談 対応できない

イルカ薬局 高知市本町５－２－９ 088-855-7182 088-855-7183
月～金　　　　　        　　9:00～18:00
土　　　　　　　　        　　9:00～14:00

要相談 要相談 対応できない

帯屋町　心薬局
高知市帯屋町２－２－９
帯屋町CENTRO２階

088-855-9643 088-855-9642
月・水・金　　　        　　 9:00～19:00
火・木・土　　　        　　 9:00～13:00

要相談 要相談
他の薬局との
連携により対
応できる

こころ薬局　追手筋店 高知市追手筋１－３－２１ 088-824-6105 088-824-6106
月～金　　　　　        　　9:00～17:30
土　　　　　　　　        　　9:00～15:00

要相談 要相談 対応できない

くろしお薬局　追手筋店 高知市追手筋１－９－２２ 088-821-0021 088-821-0220
月・火・木・金・土　　   　9:00～19:00
水　　　　　　　　　　　   　9:00～17:00

要相談 薬局の近隣 対応できない

ひまわり薬局 高知市西町１０９ 088-820-5757 088-820-5755
月～金　　　　　        　　9:00～18:00
土　　　　　　　　     　   　9:00～14:00

開局時間内
（月～金）

16km圏内 対応できない

なのはな薬局 高知市大膳町３０－２ 088-820-6881 088-820-6882 月～金　　　　     　　   　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

さつき薬局　大膳町店 高知市大膳町４０ 088-820-5654 088-820-5653
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
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