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薬局名 薬局所在地

1 相生薬局 高知市相生町3-30

2 さくら薬局 高知市朝倉戊1438-11

3 米田薬局 高知市朝倉丙905

4 旭サテライト薬局 高知市旭上町30-23

5 エール薬局　旭店 高知市旭上町32-22

6 アクア薬局 高知市旭町2丁目23-30

7 イオン薬局　高知旭町店 高知市旭町3-94

8 蛍橋薬局 高知市旭町3丁目75

9 つちばし薬局　あぞの店 高知市薊野東町9-34

10 有限会社サンファーマシー　あたご薬局 高知市愛宕町1-1-15

11 あおぞら薬局 高知市愛宕町1-4-7

12 とまと薬局 高知市愛宕町1丁目4-9

13 稲本薬局 高知市愛宕町2丁目18番22号

14 あとむ薬局 高知市愛宕町2丁目19-4

15 サンタ薬局 高知市愛宕町2丁目20-12

16 ブルークロス　江ノ口薬局 高知市愛宕町2丁目22-2

17 つちばし薬局　あたご店 高知市愛宕町3丁目12-5

18 あおい薬局 高知市池2841-1

19 エール薬局 高知市池2841-1

20 ベル薬局池店 高知市池2873-8

21 スプリング薬局 高知市石立町75-1

22 たけい薬局 高知市伊勢崎町13-9

23 山本薬局 高知市一宮中町1-21-12

24 つちばし薬局　一宮店 高知市一宮西町1-3-9

25 ドレミ薬局 高知市一宮東町5-4-16

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

27 しのはら薬局　入明店 高知市入明町5-1

28 メディカル薬局　うぐるす店 高知市鵜来巣11-38-10

29 くろしお薬局　朝倉西店 高知市鵜来巣11-37-2

30 ＩＭＣうぐるす薬局 高知市鵜来巣11-38-8-101

31 有限会社　若草薬局 高知市鵜来巣1-29

32 クローバー薬局 高知市潮新町2-7-3

33 有限会社　ひだまり薬局 高知市梅ノ辻6-5

34 つちばし薬局　梅ノ辻店 高知市梅ノ辻8-11

35 新京橋薬局 高知市追手筋1-4-10

36 ベル薬局 高知市大川筋1-1-22

37 カイセイ薬局 高知市大川筋1-3-50

38 有限会社サンファーマシー　はるかぜ薬局 高知市大川筋2-5-45

39 えがお薬局 高知市大津乙1874-10

40 エール薬局　たかす店 高知市大津乙2705-3

41 ハロー薬局　大津店 高知市大津甲593-4

42 ブルークロス調剤薬局　大津店 高知市大津甲601

43 くろしお薬局　追手筋店 高知市追手筋1-9-22-1Ｆ

44 おうてすじ薬局 高知市追手筋1丁目6番24号

45 帯屋町　心薬局 高知市帯屋町2-2-9　帯屋町CENTRO2階2-1-A号

46 春和堂　帯屋町薬局 高知市帯屋町2-4-7-102
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47 あっぷる・ふぁ～ましぃ 高知市葛島1-10-75 

48 エール薬局　きっず店 高知市葛島2-6-33

49 ユーミン薬局 高知市上町1-4-20渡辺ビル1F

50 ブルークロス調剤薬局　上町店 高知市上町1-5-12

51 玄白堂薬局　上町店 高知市上町1丁目4番25号

52 城西薬局 高知市上町1丁目7番27号

53 上町薬局 高知市上町2-2-12

54 長﨑宝珠堂薬局西店 高知市上町3-3-1

55 長﨑宝珠堂薬局 高知市上町3-5-12

56 アルファ薬局　上町店 高知市上町5-6-21

57 あじさい薬局　鴨部店 高知市鴨部2丁目2-7

58 エール薬局　土佐道路店 高知市鴨部940-1

59 あけぼの薬局 高知市鴨部高町14-21

60 ブルークロス　厚生薬局 高知市神田19-15

61 ワンツー薬局 高知市神田840-1

62 あかね薬局　北川添店 高知市北川添19-34

63 きらら☆薬局　北新田店 高知市北新田町9-15

64 あじさい薬局　北本町店 高知市北本町4-3-4

65 エール薬局　かづらしま店 高知市葛島1-9-51

66 病院通薬局　さくら店 高知市九反田3-9

67 エール薬局　口細山店 高知市口細山206-154

68 しのはら薬局　口細山店 高知市口細山206-295

69 にしもり薬局　神田店 高知市神田1039-1

70 玄白堂薬局　神田店　厚生調剤薬局 高知市神田19-5

71 神田月光薬局 高知市神田408-6

72 ブルークロス調剤薬局 高知市菜園場町5-2

73 四国調剤薬局　さんばし店 高知市桟橋通2丁目7-7

74 こなつ薬局 高知市桟橋通1-10-6-105

75 四国調剤　しののめ薬局 高知市東雲町8番48号

76 しもじま薬局 高知市下島町10

77 アルファ薬局　宝永店 高知市城見町3-18

78 あとむ薬局　土佐道路店 高知市城山町209-1

79 新田町うさぎ薬局 高知市新田町14番26号

80 にしもり薬局 高知市新本町1-1-16

81 くろしお薬局　駅前店 高知市新本町1-14-3

82 あじさい薬局　杉井流店 高知市杉井流2番3号

83 くろしお薬局インター店 高知市杉井流6-28

84 介良薬局 高知市介良286

85 薬局清流けら店 高知市介良354

86 あじさい薬局　介良店 高知市介良乙1049

87 ひかり薬局　瀬戸店　 高知市瀬戸町1丁目2番62号

88 桂浜通ひこばえ薬局 高知市瀬戸南町1-2-1

89 なのはな薬局 高知市大膳町30-2

90 さつき薬局　大膳町店 高知市大膳町40

91 ブルークロス調剤薬局　本町店 高知市鷹匠町1-1-23

92 あおき薬局 高知市鷹匠町1-1-9
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93 四国調剤　りょうま薬局 高知市高須2-18-11

94 白十字薬局　高須店 高知市高須新町4-4-9　コーポ長谷川1Ｆ西

95 みどり薬局 高知市高須東町14-12

96 しのはら薬局　潮江店 高知市高見町348

97 ＩＭＣうしおえ薬局 高知市竹島町13-1　うしおえメディカルビル・イーア1F

98 有限会社サンファーマシー　たまみず薬局 高知市玉水町79

99 ちより薬局　北店 高知市知寄町1-2-1

100 ちより薬局 高知市知寄町1丁目5-17

101 四国調剤　よさこい薬局 高知市塚ノ原1

102 さつき薬局 高知市塚ノ原37-18

103 有限会社サンファーマシー　なぎさ薬局 高知市長浜4828-2

104 岡本平和薬局 高知市長浜589

105 ながはま薬局 高知市長浜677-10

106 病院通薬局　みさと店 高知市仁井田1617-18

107 なでしこ薬局 高知市仁井田4350-5

108 高知調剤薬局　にいだ店 高知市仁井田646-1

109 ひなた薬局 高知市仁井田653-2

110 ひまわり薬局 高知市西町109

111 有限会社いまりや薬局 高知市廿代町2-12

112 ㈱ペンギン堂薬局 高知市日の出町2-20

113 ミモザ薬局 高知市萩町1丁目6-47

114 エール薬局　日赤店 高知市秦南町1-5-40-7

115 イオン薬局　高知店 高知市秦南町1-4-8

116 日本調剤　高知薬局 高知市秦南町1-5-40-11

117 うおのたな薬局 高知市はりまや町1-6-10

118 エール薬局　はりまや店 高知市はりまや町1-7-7

119 八国はかり薬局 高知市はりまや町1丁目3-14

120 正木梅花堂薬局 高知市はりまや町2-1-1

121 南ヶ丘薬局 高知市春野町南ヶ丘1丁目1－2

122 四国調剤　はるの薬局 高知市春野町芳原1316-2

123 岡本平和薬局　西分店 高知市春野西分2028-3

124 ブルークロス調剤薬局　日赤北店 高知市東秦泉寺47-1

125 高知センター薬局 高知市比島町3-1-16

126 高知調剤薬局　ひじま店 高知市比島町4-7-13

127 エール薬局　百石店 高知市百石町2-29-13

128 ベル薬局　百石店 高知市百石町2丁目1-16

129 きらら 薬局 高知市福井扇町1180-2

130 四国調剤　ふくい薬局 高知市福井扇町1179-1

131 ポピー薬局 高知市福井町1734-6

132 ＩＭＣふくい薬局 高知市福井町811-1

133 らいおん堂薬局　札場店 高知市札場16-31

134 フォレスト調剤薬局　知寄町店 高知市二葉町1-4

135 つちばし薬局　本店 高知市本町1丁目1-3

136 イルカ薬局 高知市本町5丁目2-9

137 土佐道路薬局 高知市槙山町1-2

138 とくひろ薬局 高知市升形3-11　徳弘ビル１Ｆ
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139 ますがた薬局 高知市升形8-1

140 高知県薬剤師会　会営薬局 高知市丸ノ内1丁目7番45号

141 あとむ薬局　みその店 高知市三園町234番

142 つちばし薬局  はりまや店 高知市南はりまや町1-17-27 1F

143 テラオ薬局 高知市南はりまや町2丁目5－19

144 すずらん薬局 高知市南万々13-8

145 あとむ薬局　旭店 高知市南元町26-1

146 フルール薬局 高知市南元町28-5

147 病院通薬局　みなみ店 高知市役知町15-6

148 よこうち薬局 高知市横内452

149 しのはら薬局　本町店 高知市与力町3-29

150 マリーナ薬局 高知市六泉寺町87番9号ハイツ六泉１F

151 有限会社朝倉薬局 高知市若草町16-22

152 ひつざん薬局　朝倉店 高知市若草町16-26-101

153 アルファ薬局　青柳店 高知市若松町11-22

154 うさぎ薬局 高知市百石町2丁目2-9

155 ダイリン薬局 高知市薊野北町2-10-1

156 病院通薬局　あぞの店 高知市薊野北町2-10-51-14
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