
高吾支部（中央西福祉保健所管内） 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

ブルークロス　えだがわ薬局
吾川郡いの町２０５
サニーアクシスいの店２階

088-879-9888 088-879-9800
月・火・水・金・土　   　　9:00～18:30
木　　　　　　　　　　　   　9:00～17:00
祝　　　　　　　　　　　   　9:00～18:00

要相談 要相談 対応できない

ベル薬局　伊野店 吾川郡いの町１３２８－７ 088-850-4133 088-850-4186
月～金　　　    　　　   　9:00～18:00
土　　　　　　　　　       　9:00～13:00

開局時間内
要相談

16km圏内
要相談

他の薬局との
連携により対
応できる

いの薬局 吾川郡いの町1368番地１ 088-892-6900 088-892-6902
月～金　　　    　　 　  　8:50～18:00
土　　　　　　　　　       　9:00～12:00

要相談 要相談 対応できない

病院通薬局　いの店 吾川郡いの町新町２６ 088-893-4900 088-893-4901 月～金　　　　　　       　9:00～18:00 開局時間内 要相談 対応できない

ローズ薬局 吾川郡いの町新町３６ 088-850-4485 088-850-4486
月・火・水・金・土　　 　　9:00～18:00
木・土　　　　　　　　   　　9:00～13:00

要相談 要相談 対応できない

みなみ薬局 吾川郡いの町天王南１－５－４ 088-850-1001 088-850-1002
月～金　　　　　　       　9:00～18:00
土　　　　　　　　    　   　9:00～17:00

開局時間内
開局時間外

薬局の近隣
要相談

対応できない

花りん薬局 吾川郡いの町天王北３－２－１ 088-855-7371 088-855-7372
月～金　　　　　     　  　9:00～18:00
土　　　　　　　　     　  　9:00～13:00

要相談 要相談 対応できない

ブルークロス　天神薬局 吾川郡いの町藤町２０ 088-850-4649 088-850-4646 月～土　　　　　     　  　9:00～18:00 要相談 要相談 対応できない

浜田薬局　バイパス店 高岡郡越知町越知甲１６８２－５ 0889-26-1599 0889-26-3385
月～金　　　　   　   　 　8:30～18:30
土　　　　　　　　       　　8:30～15:30

要相談 要相談 対応できない

キグラ薬局 高岡郡越知町越知甲１９５４－７ 0889-26-0773 0889-26-0776
月～金　　　　　      　 　9:00～18:00
土　　　　　　　　    　   　9:00～14:00

要相談 要相談 対応できない

サン薬局 高岡郡越知町越知甲２１３０ 0889-26-3103 0889-26-3131
月～金　　　　　   　   　 9:00～18:00
土　　　　　　　　   　　    9:00～14:00

要相談 要相談 対応できない

佐川高知薬局 高岡郡佐川町乙１８７０－１ 0889-22-4523 0889-22-9279
月～金　　　　   　    　 　8:30～18:00
土　　　　　　　   　　     　8:30～14:00

要相談 要相談 対応できない

たけうち調剤薬局 高岡郡佐川町甲１０５２－５ 0889-22-1013 0889-22-5041
月・火・水・金　　 　     　9:00～19:00
木・土　　　　　　　       　9:00～17:30

要相談 薬局の近隣 対応できない

くろしお薬局　佐川店 高岡郡佐川町甲１３５６－３ 0889-20-0660 0889-22-4141
月・火・水・金　  　   　　9:00～18:30
木　　　　　　　　  　　   　9:00～17:00
土　　                    　 9:00～16:30

要相談 16km圏内
他の薬局との
連携により対
応できる

高北薬局 高岡郡佐川町甲１６９１－５ 0889-20-0116 0889-20-0117
月～金　　　    　　   　　8:30～18:00
土　　　　　　　    　　   　8:30～13:00

要相談 要相談 対応できない

ほりおか薬局　東店 高岡郡日高村本郷２４－１ 0889-20-1577 0889-20-1579 月～土　　                 9:00～18:00 要相談 要相談 対応できない

メディカル薬局　宇佐店 土佐市宇佐町宇佐４５５－１ 088-850-3510 088-850-3512
月・水・土　            　　9:00～12:15
火・木・金　  　            9:00～17:15

要相談 薬局の近隣 対応できない

有藤薬局 土佐市宇佐町宇佐４６７－２ 088-856-0147 088-856-0814
月～金　　　             　9:00～17:30
土　　                    　 9:00～12:30

要相談
薬局の近隣
要相談

対応できない

変電所通薬局 土佐市高岡町甲９１９－５ 088-852-7070 088-852-7078
月～金　　　　　   　    　8:30～18:00
土　　　　　　　　       　　8:30～13:00

開局時間内 要相談 対応できない

エール薬局　たかおか店 土佐市高岡町甲１８９３－１ 088-852-2202 088-852-3441
月～金　　    　         　8:30～17:30
土      　　　　　　　   　　9:00～10:30

開局時間内 16km圏内 対応できない

とさ薬局 土佐市高岡町甲１８９４－２８ 088-850-2200 088-850-2201
月～金　　    　        　8:30～18:30
土      　　　　　　　　  　9:00～11:00
（第3土      　            9:00～16:00）

要相談 薬局の近隣 対応できない

あすなろ薬局 土佐市高岡町甲２０４３－４ 088-856-5799 088-856-5988
月～金　　　              　9:00～18:00
土　　                     　 9:00～13:00

開局時間内 要相談 対応できない

エビス薬局 土佐市高岡町甲２１０９ 088-852-0144 088-852-7333
月～金　　　　　　    　  　9:00～18:30
土・祝日　　　　　    　  　9:00～17:30

要相談 薬局の近隣 対応できない

プラス薬局 土佐市高岡町甲２１５４－３７ 088-856-7005 088-856-7006
月・火・水・金　　     　　9:00～18:00
木　　　　　　　　　     　　9:00～17:00
土　　                    　 9:00～16:00

開局時間内
開局時間外

16km圏内 対応できない

たかおか薬局 土佐市高岡町甲２１９０－１ 088-852-2240 088-852-7818
月～金　　　             　9:00～18:00
土　　                    　 9:00～16:00

要相談 要相談 対応できない

よどや薬局　土佐高岡店 土佐市高岡町乙３４０７ 088-854-8488 088-854-8489
月～金                     9:00～14:00
                            15:00～19:00
土                         　9:00～14:00

開局時間内 薬局の近隣 対応できない

蓮池薬局 土佐市蓮池１２０７－１ 088-828-5055 088-828-5235
月・火・水・金　　　    　　9:00～18:00
木・土　 　　　　　　　    　9:00～13:00

要相談 16km圏内 対応できない


