
高知市支部（高知市保健所管内）
（西部）朝倉・鴨田・鏡・旭街・初月 令和４年11月１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

さくら薬局 高知市朝倉戊１４３８－１１ 088-843-1550 088-843-1557
月～金　　                　9:00～18:00
土　　             　　　   　9:00～13:00

要相談 要相談 対応できない

朝倉薬局 高知市若草町１６－２２ 088-844-7434 088-844-7445
月～金　　　　　　        　8:30～18:30
土　　　　　　　　     　   　8:30～15:30

要相談 薬局の近隣 対応できない

ひつざん薬局　朝倉店 高知市若草町１６－２６ 088-840-2030 088-840-2066
月～金　　　　     　　     9:00～18:00
土　　　　　　　     　　     9:00～13:00

開局時間内
開局時間外

16km圏内
自局で対応で
きる

調剤薬局ツルハドラッグ　朝倉店 高知市若草町１６－４０ 088-840-8190 088-840-8191
月～金　　　　     　　     9:00～19:00
土　　　　　　　     　　 　  9:00～18:00

要相談 要相談 対応できない

くろしお薬局　朝倉西店 高知市鵜来巣１１－３７－２ 088-850-7225 088-850-7227
月～金　　　　　　       　8:30～18:00
土　　　　　　　　         　8:30～17:00

開局時間内
要相談

薬局の近隣
要相談

対応できない

うぐるす薬局 高知市鵜来巣１１－３８－８ー１０１ 088-843-8900 088-843-8901
月～金　　　　　　    　    9:00～18:00
土　　　　　　　　　    　    9:00～13:00

開局時間内 薬局の近隣
他の薬局との
連携により対
応できる

あじさい薬局　鴨部店 高知市鴨部２－２－７ 088-840-2900 088-840-2901
月・火・水・金 　   　　    9:00～18:30
木　　　　　　　　　        　9:00～17:00
土　　　　　　　　　        　9:00～13:00

開局時間内
要相談

薬局の近隣 対応できない

エール薬局　土佐道路店 高知市鴨部９４０－１ 088-828-4555 088-828-4557 月～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

玄白堂薬局　神田店 高知市神田19－5 088-828-4151 088-828-4152
月～金　　　　　         　9:00～18:00
土　　　　　　　　     　    9:00～12:00

要相談 薬局の近隣 対応できない

ブルークロス　厚生薬局 高知市神田１９－１５ 088-828-8828 088-828-8833
月～金　　　　　         　9:00～18:00
土　　　　　　　　     　    9:00～12:00

要相談 要相談 対応できない

ワンツー薬局 高知市神田８４０－１ 088-832-8919 088-832-8918
月・火・木・金　　        　9:00～18:30
水・土 　　　　　　        　9:00～18:00

開局時間内
要相談

16km圏内 対応できない

にしもり薬局　神田店 高知市神田１０３９－１ 088-855-7120 088-855-7122
月・火・水・金 　       　　9:00～19:00
木　　　　　　　　　        　9:00～13:00
土　　　　　　　　　        　9:00～17:00

要相談 薬局の近隣 対応できない

あけぼの薬局 高知市鴨部高町１４－２１ 088-850-0255 088-850-0250
月・火・木・金　　        　8:30～18:00
水・土　　　　　　        　 8:30～13:00

要相談 薬局の近隣 対応できない

あとむ薬局　土佐道路店 高知市城山町２０９－１ 088-821-8581
088-821-8582
0120-928-262

月～金　　　　　         　9:00～17:30
土　　　　　　　　         　9:00～12:30

開局時間内 要相談
他の薬局との
連携により対
応できる

たまみず薬局 高知市玉水町７９ 088-856-9685 088-856-9685
月・火・水・金　　        　9:00～17:30
木　　　　　　　　　        　9:00～17:00
土　　　　　　　　    　      9:00～12:30

要相談 要相談 対応できない

しもじま薬局 高知市下島町１０ 088-825-3320 088-825-3340
月～金　　　　　    　      8:30～18:00
土　　　　　　　　     　　   8:30～12:30

要相談
薬局の近隣
要相談

対応できない

アクア薬局 高知市旭町２－２３－３０ 088-802-4311 088-802-4300
月・火・水・金　     　   　8:30～18:00
木・土　　　　　　     　    8:30～14:00

要相談 要相談 対応できない

蛍橋薬局 高知市旭町３－７５ 088-872-8868 088-872-8868 月～土　　　　　 　         9:00～20:00 要相談 要相談 対応できない

あとむ薬局　旭店 高知市南元町２６－１ 088-855-5930 088-855-5938
月・火・木・金　　   　     9:00～18:00
水　　　　　　　　    　      9:00～17:00
土　　　　　　　　 　        9:00～13:00

開局時間内
開局時間外

要相談 対応できない

旭サテライト薬局 高知市旭上町３０ー２３ 088-828-8660 088-828-8848
月・火・水・金　　        　9:00～18:30
木　　　　　　　　　    　  10:00～18:00
土　　　　　　　　     　    9:00～17:00

要相談 要相談 対応できない

エール薬局　旭店 高知市旭上町３２－２２ 088-844-7557 088-844-8900
月～金　　　　　　　　      9:00～18:00
土（第1･3）　　　　 　    10:00～11:00
土（第2・4・5）　　　　     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

四国調剤　よさこい薬局 高知市塚ノ原１ 088-828-8880 088-828-8881
月～金　　　　　　    　    9:00～20:00
土　　　　　　 　    　     　9:00～18:00

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

さつき薬局 高知市塚ノ原３７－１８ 088-840-6777 088-843-4601
月～土　　　　　            8:00～18:00
日・祝　　　　　   　    　　8:30～17:00

要相談 16km圏内
他の薬局との
連携により対
応できる

よこうち薬局 高知市横内４５２ 088-844-0188 088-844-0266
月～金　　　   　 　　    　9:00～18:30
土　　　　　　　   　 　      9:00～13:00

要相談 薬局の近隣 対応できない

エール薬局　口細山店 高知市口細山２０６－１５４ 088-828-9900 088-828-9901
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

しのはら薬局　口細山店 高知市口細山２０６－２９５ 088-850-0311 088-850-0312
月・水　　　　 　    　      9:00～17:00
火・木・金　　      　　     9:00～19:00
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　ふくい薬局 高知市福井扇町１１７９－１ 088-826-3010 088-826-3011 月～土　　　　　   　     　9:00～18:00
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

きらら☆薬局 高知市福井扇町１１８０－２ 088-826-7558 088-826-7558
月・火・水・金　   　     　9:00～18:00
木　　　　　　　　   　　     9:00～17:00
土　　　　　　　　   　　     9:00～13:00

要相談 薬局の近隣 対応できない
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次ページに続きます

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

ポピー薬局 高知市福井町１７３４－６ 088-854-8289 088-854-8589
月・火・水・金　   　　     9:00～18:30
木　　　　　　　　　          9:00～12:30
土　　　　　　　　　        　9:00～16:00

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

ＩＭＣ　ふくい薬局 高知市福井町８１１－１ 088-856-8830 088-856-8840
月・水・木　               　9:00～18:00
火・金　　　　　　    　     9:00～19:00
土　                    　    9:00～17:00

開局時間内 薬局の近隣
他の薬局との
連携により対
応できる

初
月

すずらん薬局 高知市南万々１３－８ 088-826-8222 088-826-8220
月・火・木・金 　 　      　9:00～18:30
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
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