
幡多支部（幡多福祉保健所管内） 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

いわせ薬局 四万十市右山天神町９－２８ 0880-34-3663 0880-34-2662
月～金　　　     　　　　9:00～18:00
土　　　　　　     　　　　9:00～13:00

要相談 要相談 対応できない

ときわ薬局 四万十市駅前町８－１２ 0880-31-0621 0880-31-0622
月～金　　　     　　　　9:00～18:00
土　　　　　     　　　　　9:00～14:00

要相談 要相談 対応できない

松本薬局 四万十市中村一条通３－１－１８ 0880-34-7144 0880-34-1812
月～金　　　　     　　　8:30～18:00
土　　　　　　     　　　　8:30～14:00

開局時間内
開局時間外

要相談 対応できない

木戸竹葉堂薬局 四万十市中村京町１－２ 0880-35-2012 0880-35-4017
月～金　　　　     　　　8:30～18:00
土　　　　　　     　　　　9:00～14:00

要相談 要相談 対応できない

いちご薬局 四万十市中村小姓町７６ 0880-35-0093 0880-35-0098
月～金　　    　　　　　8:30～18:00
土　　　　　　　    　　　9:00～13:00

開局時間内
要相談

要相談 対応できない

とんぼ薬局 四万十市中村大橋通５－５１－２ 0880-35-1193 0880-35-1198 月～土　　　　　  　   　8:30～18:00
開局時間内
要相談

薬局の近隣
要相談

対応できない

すみれ薬局 四万十市中村東町１－７９ 0880-34-4193 0880-34-4194
月～金　　　　　    　　8:30～18:00
土　　　　　　　    　　　9:00～12:30

要相談 要相談 対応できない

中西一貫堂薬局 四万十市中村本町３－４０ 0880-35-2245 0880-34-0871 毎日　　　　　　       　8:00～19:00 要相談 薬局の近隣 対応できない

エール薬局　サニーマート四万十店 四万十市古津賀４－３０ 0880-34-8388 0880-34-8586 月～土　　　    　　　　10:00～19:00 要相談 要相談 対応できない

エール薬局　具同店 四万十市具同田黒２－１２－４８ 0880-37-0112 0880-37-0113 月～金　　　　    　　　9:00～18:00 開局時間内 16km圏内 対応できない

あかね薬局　渡川店 四万十市具同２０７５－２ 0880-34-8688 0880-34-8660 月～金　　　　    　　　9:00～18:00 要相談 要相談 対応できない

四国調剤　四万十薬局 四万十市渡川１－２－５１ 0880-34-8622 0880-34-8623 月～土　　　　    　　　8:50～17:50
開局時間内
開局時間外

要相談 対応できない

にしとさ薬局 四万十市西土佐用井１１１０－２８ 0880-31-6800 0880-31-6801
月～金　　　　　    　　8:30～18:00
土　　　　　　　    　　　9:00～12:00

開局時間内 16km圏内 対応できない

すみれ薬局　宿毛店 宿毛市駅前町２－７０４ 0880-62-0093 0880-62-0092
月～金　　　　　    　　8:30～18:00
土　　　　　　　　    　　8:30～14:00

要相談 要相談 対応できない

木下薬局 宿毛市幸町４－３６ 0880-63-2508 0880-63-3925
月～金　　　　　　    　9:00～18:00
土　　　　　　　    　　　9:00～13:00

要相談 要相談 対応できない

けんみん薬局 宿毛市山奈町芳奈３－１８ 0880-66-2710 0880-66-2712 月～金　　　　    　　　8:30～18:00 要相談 要相談 対応できない

まつむら薬局 宿毛市宿毛１３１５－６ 0880-63-4453 0880-63-2909
月～金　　　　　    　　9:00～18:00
土　　　　　　　    　　　9:00～14:00

開局時間外
要相談

要相談 対応できない

アイ薬局 宿毛市宿毛５４９２－２ 0880-63-1080 0880-63-1081
月～金　　　　   　　 　9:00～18:00
土　　　　　　　   　 　　9:00～13:00

開局時間内
開局時間外

16km圏内
要相談

対応できない

なおみ薬局 宿毛市中央３－６－１７ 0880-63-1587 0120-63-1588
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

吉村調剤薬局 宿毛市中央３－８－２５ 0880-63-0469 0880-63-1196
月～金　　　　  　 　 　9:00～18:00
土　　　　　　　  　 　 　9:00～13:00

要相談 要相談 対応できない

あおぞら薬局 宿毛市平田町戸内1898-1 0880-62-2700 0880-62-2780
月～金　　　          　8:30～18:00
土　　　　　　　　   　   8:30～14:00

開局時間外 要相談 対応できない

すみれ薬局　けんみん前店 宿毛市平田町戸内２０８５－４ 0880-62-2244 0880-66-1400 月～金　　　　　　  　  8:30～18:00 要相談 要相談 対応できない

エール薬局　幡多店 宿毛市平田町戸内２１０６－８ 0880-62-2333 0880-62-2334 月～金　　　　　　 　   9:00～18:00 開局時間内 16km圏内 対応できない

しみず薬局 土佐清水市越前町５－１ 0880-82-1005 0880-82-5006
月～金　　　　  　　  　9:00～18:00
土　　　　　　　　  　  　9:00～17:30

要相談 要相談 対応できない

エール薬局　ローソン清水ヶ丘店 土佐清水市清水ヶ丘７番５号 0880-87-9112 0880-87-9113
月～金　　　　  　 　 　9:00～18:00
土　　　　　　　  　 　 　9:00～15:00

開局時間内 16km圏内 対応できない

下元調剤薬局　清水店 土佐清水市幸町４－１ 0880-82-4193 0880-82-4531
月～金　　　　  　 　 　9:00～18:00
土・当番日　　  　 　 　9:00～17:00

開局時間内 16km圏内 対応できない

さが薬局 幡多郡黒潮町佐賀７０１－２ 0880-55-3888 0880-55-3889 月～金　　　　　　  　  8:30～18:00 要相談 要相談 対応できない
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エール薬局　おおつき店 幡多郡大月町鉾土３４－３ 0880-62-4193 0880-62-4194 月～金　　　　　　      8:30～17:30 開局時間内 16km圏内 対応できない

おおつき薬局 幡多郡大月町鉾土３５－１ 0880-73-1500 0880-73-1502 月～金　　　　　　　    8:30～18:00 要相談 要相談 対応できない


