アイングループ 在宅支援薬局一覧 ＜四国エリア＞

＜香川県＞
店舗名

所在地

所在地

電話番号

営業時間

主な交通手段

NPトマト薬局

香川県 香川県高松市宮脇町2-22-7

087-842-1920 月～金 9:00～18:00

ことでんバス宮脇町停より徒歩３分

NP日赤前調剤薬局

香川県 香川県高松市番町1丁目10-15 サミービル1F

087-837-0770 月～金 9:00～18:30

琴電 瓦町駅から徒歩１０分、琴電バス県庁前２分

NP高松築港調剤薬局

香川県 香川県高松市寿町1-1-6

087-811-3301 月～土 9:00～18:30

(1)琴電 高松築港駅から徒歩１分
(2) ＪＲ高松駅から徒歩２分

NPライオン通り薬局

香川県 香川県高松市大工町1-14

月～水・金・土 9:00～
087-823-1888 18:00
木 9:00～17:00

琴電片原町駅 徒歩８分

NP塩上調剤薬局

香川県 香川県高松市塩上町2丁目2-5 合田ビル1F

月・水 9:00～18:00
087-861-3177 火・金 9:00～18:30
木・土 9:00～13:00

琴電 瓦町駅 徒歩３分

NP木太町調剤薬局

香川県 香川県高松市木太町4区2323-1

087-835-5118

NPやしま調剤薬局

香川県 香川県高松市高松町2311

月～水・金 8:00～18:00
087-841-0088 木 8:00～16:00
土 8:00～16:00

NP屋島西調剤薬局

香川県 香川県高松市屋島西町2490-19

087-844-9172

月～金 9:00～18:30
土 9:00～15:00

ことでんバスシーサイドテニスクラブ前徒歩5分
琴電潟元駅徒歩15分

NPみさき調剤薬局

香川県 香川県高松市屋島西町1968-7

087-844-3900

月・火・木・金 8:30～18:30
水・土 8:30～17:30

ことでんバス 百石タダノ前徒歩3分

NPゆら調剤薬局

香川県 香川県高松市六条町605-1

月～水・金 9:00～18:30
087-868-8822 木 9:00～13:00
土 9:00～17:00

NPきれと調剤薬局

香川県 香川県高松市川島本町276-4

087-848-9160

NP三谷調剤薬局

香川県 香川県高松市三谷町東尾90-3

月～水・金 8:30～18:00
087-888-3450 木 8:30～13:00
土 8:30～16:00

NP浅野調剤薬局

香川県 香川県高松市香川町浅野136

087-888-5232

月～水・金 9:00～18:00
木・土 9:00～13:00

船岡バス停 徒歩２分
琴電仏生山駅 徒歩２０分

NPかざしが丘調剤薬局

香川県 香川県綾歌郡綾川町畑田696-16

087-877-1125

月～金 9:00～18:00
土 9:00～12:00

琴電挿頭丘駅徒歩１分

NP香西調剤薬局

香川県 香川県高松市香西南町512-10

087-881-3223

月～金 9:00～18:00
土 12:00～17:00

ＪＲ香西駅 徒歩５分

NP高松西調剤薬局

香川県 香川県高松市鬼無町藤井447-1

087-842-7077 月～土 9:00～18:30

ＪＲ鬼無駅徒歩２０分

NPきなし調剤薬局

香川県 香川県高松市鬼無町藤井433-1

087-832-8888

NP花の宮調剤薬局

香川県 香川県高松市花ノ宮町2-11-5

月～水・金 9:00～18:00
087-869-8050 木 9:00～13:30
土 9:00～13:00

NP元町調剤薬局

香川県 香川県坂出市駒止町2-1-40

087-744-3255

月～水・金 8:30～18:00
木・土 8:30～13:00

ＪＲ坂出駅徒歩１０分

NPこまどめ調剤薬局

香川県 香川県坂出市駒止町1-3-5

087-759-2566

月～金 8:30～18:00
土 8:30～12:30

ＪＲ坂出駅から徒歩2分

NP津森調剤薬局

香川県 香川県丸亀市津森町216-3

月～水・金 9:00～19:00
087-722-2128 木 9:00～18:00
土 9:00～13:00

NP城西調剤薬局

香川県 香川県丸亀市津森町1108-1

087-723-5222

NPあゆみ調剤薬局

香川県 香川県丸亀市津森町239-59

087-723-2275 月～水・金・土 9:00～18:15 丸亀コミュニティーバス城西高校前下車１０分

NP山ノ北調剤薬局

香川県 香川県丸亀市柞原町776-7

087-723-6331

月～水・金 9:00～18:00
土 9:00～13:15

自家用車

NPさくら薬局

香川県 香川県仲多度郡多度津町大字葛原629-2

087-756-6175

月・火・木・金 9:00～19:00
水・土 9:00～18:00

ＪＲ多度津駅徒歩20分

NP医療センター前調剤薬局

香川県 香川県善通寺市仙遊町1丁目7-10魚辰ハイツ1F

087-762-0303

月～金 9:00～18:00
土 14:00～18:00

市民バス（空海号） 四国こどもとおとなの医療センターより
すぐ

NPまとば薬局

香川県 香川県三豊市詫間町詫間414-5

087-583-8100

月～土 8:30～18:00
木 8:30～13:00

三豊市コミュニティバス仁尾線 平林医院バス停前

NPすなはら薬局

香川県 香川県仲多度郡琴平町320-18

087-775-2300

月～水・金 9:00～18:00
木・土 9:00～13:00

ＪＲ土讃線 琴平駅徒歩５分
琴電琴平線 琴平駅徒歩２分

NP長炭調剤薬局

香川県 香川県仲多度郡まんのう町炭所西1525-4

月～水・金 9:00～18:00
087-779-1967 木 8:30～17:00
土 13:00～18:00

NP吉野調剤薬局

香川県 香川県仲多度郡まんのう町吉野1572-8

087-779-2666

月～水・金 8:30～18:00
木・土 8:30～12:30

NPうぶすな調剤薬局

香川県 香川県綾歌郡宇多津町2033-1

087-749-5714

月～水・金・土 9:00～18:00
ＪＲ宇多津駅徒歩３０分
木 9:00～17:00

香川県 香川県東かがわ市町田698-2

月～水・金 9:00～18:00
087-926-3255 木 9:00～17:00
土 9:00～13:00

NPにぶ調剤薬局
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月～水・金 9:00～18:00
木・土 9:00～13:00

月～水・金 9:00～18:00
木・土 9:00～13:00

月～水・金 9:00～19:00
木・土 9:00～13:00

ことでんバス 国際ホテル前徒歩５分

ＪＲ古高松南駅徒歩３分

ことでんバス穴吹住環境研究所前徒歩５分

ことでんバス川島徒歩５分

ことでんバス川島徒歩１５分

ＪＲ鬼無駅徒歩２０分

琴電三条駅、琴電栗林公園駅より徒歩１０分

丸亀コミュニティーバス城西高校前下車３分

月～水・金・土 8:30～18:30
丸亀市コミュニティバス城西高校前より徒歩５分
木 9:00～17:00

琴参バス 美合線 長炭橋バス停 徒歩５分

琴参バス 美合線
八幡バス停徒歩１０分

ＪＲ高徳線 丹生駅徒歩３分
大川バス引田線 丹生バス停徒歩３分
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アイングループ 在宅支援薬局一覧 ＜四国エリア＞

＜徳島県＞
店舗名

所在地

所在地

電話番号

営業時間
月～金 9:00～18:45
土 9:00～18:00

主な交通手段

NPあやめ調剤薬局

徳島県 徳島県徳島市中島田町3-50

088-634-3838

NPみどり調剤薬局

徳島県 徳島県徳島市昭和町7丁目36

088-602-2377 月～土 9:00～18:00

徳島市バス バス停昭和７丁目から徒歩1分

NPあかり調剤薬局

徳島県

088-698-3300 月～土 8:45～18:30

徳島バス バス停中村から徒歩１分

NPゆり調剤薬局

徳島県 徳島県徳島市上八万町下中筋90-1

徳島県板野郡北島町中村字東堤内32-1
ハッピーハイツ北島1F

088-678-2727

徳島線 蔵本駅から徒歩15分

月～水・金・土 9:00～19:00
徳島バス バス停大木から徒歩2分
木 9:00～13:00

＜愛媛県＞
店舗名

アイン薬局 松山平和通店

所在地

所在地

愛媛県 愛媛県松山市平和通1丁目5-23

電話番号

営業時間

089-992-9251 月～金 8:30～19:00

主な交通手段
(1)都心循環東回り線｢愛媛大学前｣（日赤前）下車
(2)道後温泉前・湯ノ山ニュータウン・奥道後方面行き 『日
赤前』
(3)大街道・市駅前・ＪＲ松山駅
・ 松山空港方面行き 『日赤前』
(4)都心循環西回り線 『愛媛大学前』（日赤前）
市内電車
(5)市駅方面行き
『赤十字病院前』
(6)古町松山駅方面行き 『赤十字病院前』
(7)市駅方面行き 『平和通一丁目』
(8)松山駅方面行き 『平和通一丁目』

アイン薬局 山西店

愛媛県 愛媛県松山市山西町890

すみれ調剤薬局

愛媛県

アイン薬局 四国中央店

愛媛県 愛媛県四国中央市上分町734-3

愛媛県今治市石井町4丁目5-50
アイディヒルズ102号

089-909-8885

月～金 8:30～18:00
第1、3、5土曜日 8:30～
13:30

0898-31-0041 月～金 8:15～17:15

0896-59-1212

月～金 9:00～18:00
土 9:00～13:00

(1)伊予鉄山西駅より徒歩7分
(2)JR松山駅よりタクシーで15分
せとうちバス｢県病院前｣、瀬戸内海交通バス｢県病院前｣、
しまなみバス｢県病院前｣を下車後、県立今治病院を出て左
側すぐ
JR｢川之江駅｣より車で15分

＜高知県＞
店舗名

所在地

所在地

電話番号

営業時間

リード薬局 本店

高知県 高知県南国市明見538-6

月～金 8:30～18:30
088-878-2700 第1、3、5土 8:30～17:00
第2、4土 8:30～13:00

リード薬局 バイパス店

高知県 高知県南国市明見800-2

088-878-6400
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月・火・木・金 8:00～18:00
水・土 8:00～13:00

主な交通手段
(1)土佐電鉄｢長崎駅｣より徒歩9分
(2)JA高知病院バス停下車徒歩1分

｢工業団地前バス停｣下車徒歩3分
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