摂食回復支援食

お取扱い店舗
2017年6月5日現在

都道府県

北海道

青森県

店舗名

住所

電話番号

東宝商事株式会社

北海道札幌市豊平区豊平3条4丁目2−12

011-821-2181

ツルハドラッグ手稲星置駅前店

北海道札幌市手稲区星置1条2丁目2-1

011-688-0268

ツルハドラッグ五稜郭店

北海道函館市港町1丁目1-2

0138-40-0660

ツルハドラッグ永山3条西店

北海道旭川市永山3条8丁目2-6

0166-40-3268

ツルハドラッグ新橋大通店

北海道釧路市新橋大通1-2-17

0154-21-8268

ツルハドラッグ五所川原本町店

青森県五所川原市字本町25-2

0173-38-3555

ツルハドラッグ弘前樹木店

青森県弘前市大字樹木4丁目3番地1

0172-31-1321

ツルハドラッグみなと店

青森県八戸市湊町字新井田道12-1

0178-33-6565

ツルハドラッグ河原木店

青森県八戸市下長4丁目1-9

0178-28-1255

ツルハドラッグ大野店

青森県青森市金沢3丁目12-21

017-721-4330

ツルハドラッグ滝沢巣子店

岩手県滝沢市巣子95-1

019-648-8557

ツルハドラッグ南仙北店

岩手県盛岡市南仙北1丁目21-39

019-656-5133

ツルハドラッグ西大通店

岩手県花巻市西大通り2丁目1-25

0198-21-5877

ツルハドラッグ宮古中央店

岩手県宮古市保久田8-5

0193-65-0770

ツルハドラッグ仙台太子堂店

宮城県仙台市太白区諏訪町1-7

022-748-1268

ツルハドラッグ仙台太子堂店

宮城県仙台市太白区諏訪町1-7

022-748-1268

ウエルシア石巻赤十字病院前店

宮城県石巻市蛇田字西道下あけぼの北1-1-7

0225-92-1537

ウエルシア仙台柳生店

宮城県仙台市太白区柳生3-4-2

022-242-5503

ツルハドラッグ横手寿店

秋田県横手市寿町1-35

0182-35-6268

ファミリーマート山形大学医学部附属病院店

山形県山形市飯田西2-2-2山形大医学部附属病院内

023-615-7322

ウエルシア鶴岡日出店

山形県鶴岡市日出1-28-13

0235-28-1921

ウエルシア山形桧町店

山形県山形市桧町3-8-27

023-682-9733

ウエルシア酒田亀ヶ崎店

山形県酒田市亀ヶ崎3-19-10

0234-21-2260

ウエルシア山形河北店

山形県西村山郡河北町谷地中央4-8-6

0237-71-0787

ウエルシア西白河中島店

福島県西白河郡中島村大字二子塚字浦山32-16

0248-51-1501

ウエルシア福島早稲店

福島県福島市早稲町8-22一番町キャッスル1F

024-526-0222

ウエルシア土浦神立店

茨城県土浦市神立中央3-2-27

029-834-1600

ウエルシアつくば桜店

茨城県つくば市桜1-14-1

029-863-5007

ウエルシア那珂竹之内店

茨城県那珂市竹ﾉ内3-7-3

029-298-8682

ウエルシア行方麻生店

茨城県行方市麻生3289-46

0299-72-3108

ウエルシアひたちなか佐和店

茨城県ひたちなか市高場1-22-12

029-285-9118

ウエルシアひたちなか外野店

茨城県ひたちなか市外野2-12-4

029-202-5022

ウエルシア日立南高野店

茨城県日立市南高野町2-15-1

0294-29-3955

ウエルシア古河東牛谷店

茨城県古河市東牛谷1484-1

0280-30-1110

ウエルシア日立小木津店

茨城県日立市日高町1-30-7

0294-44-8115

ウエルシアひたちなか市毛店

茨城県ひたちなか市大字市毛822-5

029-354-8630

ウエルシア水戸元吉田店

茨城県水戸市元吉田町1570-8

029-304-0501

福田屋百貨店宇都宮店
ケアフーズプラザ アールエス

栃木県宇都宮市今泉町237

028-623-5111

ウエルシア宇都宮戸祭店

栃木県宇都宮市戸祭町3022

028-650-4744

ウエルシア佐野富岡店

栃木県佐野市富岡町1712-1

0283-27-2956

岩手県

宮城県

秋田県

山形県

福島県

茨城県

栃木県

摂食回復支援食

お取扱い店舗
2017年6月5日現在

都道府県

店舗名

住所

電話番号

ウエルシアさくら喜連川店

栃木県さくら市喜連川166

028-686-7036

ウエルシア宇都宮鶴田町店

栃木県宇都宮市鶴田町189-1

028-688-0550

ウエルシア宇都宮戸祭元町店

栃木県宇都宮市戸祭元町10-31

028-650-0540

ウエルシア益子町役場前店

栃木県芳賀郡益子町大字益子1993-1

0285-70-1311

群馬大学医学部附属病院売店アゼリア

群馬県前橋市昭和町3丁目39-22

027-220-7111

ウエルシア高崎貝沢店

群馬県高崎市貝沢町960-1

027-370-6778

コスモス薬局

埼玉県さいたま市浦和区仲町4-10-13

048-864-2206

ローソン川口末広三丁目店

埼玉県川口市末広3丁目11-6

048-225-7255

ローソンさいたまシティハイツ三橋店

埼玉県さいたま市西区三橋6-1258-1

048-621-3851

ウエルシア春日部緑町店

埼玉県春日部市緑町3-1-37

048-731-1780

ウエルシアさいたま与野店

埼玉県さいたま市中央区本町東6-14-14

048-851-4607

ウエルシア春日部谷原店

埼玉県春日部市谷原3-18

048-739-7161

ウエルシア蓮田黒浜店

埼玉県蓮田市黒浜2811

048-765-7022

ウエルシア川越仙波店

埼玉県川越市仙波町3-1-2

049-227-5290

ウエルシア行田佐間店

埼玉県行田市佐間1-5-5

048-564-2151

ウエルシア児玉店

埼玉県本庄市児玉町吉田林380-1

0495-73-1155

ウエルシア花園店

埼玉県深谷市荒川440

048-579-1366

ウエルシア長瀞店

埼玉県秩父郡長瀞町大字長瀞329

0429-69-2052

ウエルシア岩槻西町店

埼玉県さいたま市岩槻区西町5-1-36

048-749-8530

ウエルシア坂戸柳町店

埼玉県坂戸市柳町45-17

049-280-5025

ウエルシア川越中台元町店

埼玉県川越市中台元町1-25-1

049-249-0223

ウエルシア坂戸薬師町店

埼玉県坂戸市薬師町2373-1

049-288-5120

ウエルシア草加稲荷5丁目店

埼玉県草加市稲荷5-7-20

048-933-8150

ウエルシア越谷大房店

埼玉県越谷市大房1108-1

048-970-8480

ウエルシア坂戸若葉駅東口店

埼玉県坂戸市千代田3-15-1

049-288-5131

ファミリーマート+ファーマライズ薬局 美浜店

千葉県千葉市美浜区真砂1-2-3

043-278-1001

伊勢丹松戸店

千葉県松戸市松戸1307-1

047-364-1111

スギ薬局柏豊四季店

千葉県柏市豊四季227-1

04-7141-7810

ツルハドラッグ本納店

千葉県茂原市法目2420-1

0475-30-5411

ウエルシア佐倉志津店

千葉県佐倉市上志津1602-1

043-463-5011

ウエルシアユーカリが丘2号店

千葉県佐倉市ﾕｰｶﾘが丘3-3-13

043-460-8873

ウエルシア市原牛久店

千葉県市原市 牛久1066-1

0436-50-0855

ウエルシア銚子笠上町店

千葉県銚子市笠上町6870-1

0479-20-2552

ウエルシア千葉武石店

千葉県千葉市花見川区武石町2-616

043-350-3410

ウエルシア松戸駅東口店

千葉県松戸市松戸1177-1

047-365-3722

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県

摂食回復支援食

お取扱い店舗
2017年6月5日現在

都道府県

店舗名

住所

電話番号

セブンイレブン国立がん研究ｾﾝﾀｰ中央病院店

東京都中央区築地5－1－1

03-3546-6708

EASY TASTYLE Kamulierカムリエ

東京都文京区本郷3-2-15 新興ビル1Ｆ

03-3812-6036

ライフバランス薬局

東京都墨田区太平3-1-1

03-6240-4303

ファミリーマートがん研有明病院店

東京都江東区有明3-8-31がん研有明病院内

03-3599-3226

杏林大学医学部付属病院介護ショップ
まざーぐーす

東京都三鷹市新川6-20-2

0422-47-5511

ファミリーマート西東京谷戸町店

東京都西東京市谷戸町1丁目6-2

042-438-8005

ファミリーマート東村山久米川通り店

東京都東村山市栄町2丁目31-22

042-399-1543

サミット町田旭町店

東京都町田市旭町1-24-1

042-727-5361

ツルハドラッグ町田忠生店

東京都町田市忠生3丁目1-12

042-789-8268

イトーヨーカ堂大井町店

東京都品川区大井1-3-6

03-3777-6611

ウエルシア杉並松ノ木店

東京都杉並区松ﾉ木2-41-7

03-5929-3770

ウエルシア日野栄町店

東京都日野市栄町4-22-1

042-589-6963

ウエルシア八王子東浅川店

東京都八王子市東浅川町557-4

0426-68-8038

ウエルシア町田滝の沢店

東京都町田市木曽町120-1

042-710-4782

ウエルシア八王子東中野店

東京都八王子市東中野279-2

042-670-4824

ウエルシア足立新田店

東京都足立区新田2-6-15

03-5959-1255

ファミリーマート高座渋谷駅店

神奈川県大和市福田2016-2
小田急マルシェ高座渋谷

046-279-5636

イトーヨーカ堂上永谷店

神奈川県横浜市港南区丸山台1-12

045-844-1711

ハックドラッグ港南台店

神奈川県横浜市港南区港南台 4-24-17

045-830-5125

ウエルシア藤沢市民病院前店

神奈川県藤沢市藤沢2-2-28

0466-29-2556

ローソン上越大日店

新潟県上越市大字大日31

025-522-6055

薬ヒグチ＆ファーマライズ白根センター薬局

新潟県新潟市南区上下諏訪木925-1

025-372-5151

ウエルシア新潟田上店

新潟県南蒲原郡田上町羽生田134-1

0256-46-7250

ウエルシア小千谷若葉店

新潟県小千谷市若葉2-1

0258-81-0800

ウエルシア南魚沼浦佐店

新潟県南魚沼市浦佐4001

025-780-4571

ウエルシア新潟西内野店

新潟県新潟市西区五十嵐上崎山62

025-264-6800

ウエルシア新潟関新1丁目店

新潟県新潟市中央区関新1-2-46

025-201-1321

ウエルシア上越下門前店

新潟県上越市下門前1653

025-531-3350

ウエルシア高岡姫野店

富山県高岡市姫野字竹倉516-1

0766-82-5591

治療用食品の店 ひまわり大生食品工業㈱内

石川県金沢市湊4丁目68番地

0120-200-062

ウエルシア金沢木曳野店

石川県金沢市木曳野4-223

076-267-1801

ウエルシア金沢直江店

石川県金沢市直江町71-5

076-238-4825

介護ショップ花岡甲府店

山梨県甲斐市西八幡3800-1

055-287-6611

ツルハドラッグ都留赤坂店

山梨県都留市四日市場129

0554-20-8268

ウエルシア市川三郷店

山梨県市川三郷町市川大門244

055-278-8885

ウエルシア河口湖船津店

山梨県南都留郡富士河口湖町船津2128-1

0555-83-5775

ウエルシア佐久市役所前店

長野県佐久市中込3016-3

0267-64-2550

ウエルシア伊那上新田店

長野県伊那市上新田2021

0265-71-6810

東京都

神奈川県

新潟県

富山県

石川県

山梨県

長野県

摂食回復支援食

お取扱い店舗
2017年6月5日現在

都道府県

店舗名

住所

電話番号

ファイン総合薬局 岐阜大学病院前本局

岐阜県岐阜市大学西1-90-1

058-293-1290

ウエルシア岐阜加納本石町店

岐阜県岐阜市加納本石町1-1

058-278-6250

ウエルシア関緑ケ丘店

岐阜県関市緑ｹ丘1-2-15

0575-21-5035

ウエルシア岐阜鷺山店

岐阜県岐阜市下土居2-8-11

058-297-7017

杏林堂薬局新富塚店

静岡県浜松市中区富塚町450-1

053-471-2211

杏林堂薬局小豆餅店

静岡県浜松市中区小豆餅4-17-15

053-438-3011

杏林堂薬局小立野店

静岡県磐田市小立野220

0538-33-1411

杏林堂薬局下垂木店

静岡県掛川市下垂木2240-9

0537-23-9611

杏林堂薬局上岡田店

静岡県磐田市中泉805

0538-21-6211

杏林堂薬局袋井旭町店

静岡県袋井市旭町2-1-1

0538-41-2711

杏林堂薬局西伊場店

静岡県浜松市中区西伊場町48-24

053-450-5471

杏林堂薬局芳川店

静岡県浜松市南区四本松町460-1

053-427-1711

杏林堂薬局菊川店

静岡県菊川市本所字万田1318-1

0537-37-0011

杏林堂薬局P1天王店

静岡県浜松市東区天王町1982-3

053-465-7411

杏林堂薬局新居店

静岡県湖西市新居町中之郷2654-1

053-595-3411

杏林堂薬局藤枝清里店

静岡県藤枝市清里1丁目1-1

054-648-1911

杏林堂薬局志都呂店

静岡県浜松市西区志都呂町5363-1

053-415-0711

杏林堂薬局掛川葛ｹ丘店

静岡県掛川市葛ヶ丘3-3-1

0537-61-2511

杏林堂薬局浜岡店

静岡県御前崎市池新田4359-1

0537-85-8111

杏林堂薬局瀬名川店

静岡県静岡市葵区瀬名川2丁目367-1

054-655-8611

杏林堂薬局清水三保店

静岡県静岡市清水区三保111-2

054-334-1211

杏林堂薬局掛川花鳥園店

静岡県掛川市南西郷424-1

0537-24-0111

杏林堂薬局島田稲荷店

静岡県島田市稲荷4-10-1

0547-37-2911

杏林堂薬局姫街道店

静岡県浜松市中区葵西3丁目6-1

053-439-8511

杏林堂薬局藤枝田沼店

静岡県藤枝市田沼4丁目13-11

054-636-7011

杏林堂薬局城北店

静岡県浜松市中区城北3-2-1

053-479-3111

杏林堂薬局静岡千代田店

静岡県静岡市葵区千代田6-29-23

054-208-3511

杏林堂薬局静岡小鹿店

静岡県静岡市駿河区小鹿228-1

054-287-8111

杏林堂薬局新津店

静岡県浜松市中区新津町583

053-411-1711

杏林堂薬局西貝塚店

静岡県磐田市西貝塚3025-1

0538-21-3411

杏林堂薬局富士松岡店

静岡県富士市松岡558-1

0545-66-5511

杏林堂薬局鷲津店

静岡県湖西市鷲津1095

053-574-0011

杏林堂薬局袋井下山梨店

静岡県袋井市下山梨1952-4

0538-49-5011

杏林堂薬局和田店

静岡県浜松市東区和田町220-1

053-411-5911

杏林堂薬局富士厚原店

静岡県富士市厚原1241

0545-73-1511

ウエルシア御殿場川島田店

静岡県御殿場市川島田405-1

0550-81-0250

ウエルシア沼津新沢田店

静岡県沼津市新沢田町5-43

055-929-0889

岐阜県

静岡県

摂食回復支援食
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ウエルシア沼津西沢田店

静岡県沼津市西沢田字前田458-1

055-925-6111

ウエルシア沼津北高島町店

静岡県沼津市北高島町8-6

055-920-8889

ウエルシア裾野南店

静岡県裾野市伊豆島田2501

055-995-1589

ウエルシア伊豆長岡駅前店

静岡県伊豆の国市南條453-17

055-940-0089

ウエルシア伊豆長岡店

静岡県伊豆の国市古奈 413

055-947-6860

ウエルシア伊豆修善寺店

静岡県伊豆市柏久保１３１１

0558-74-2889

ウエルシア三島松本店

静岡県三島市松本273-1

055-984-4489

ウエルシア御殿場東田中店

静岡県御殿場市東田中2-14-3

0550-83-2477

ハックドラッグ河津店

静岡県賀茂郡河津町浜94-2

0558-34-3089

ハックドラッグ伊東宝町店

静岡県伊東市宝町3-2

0557-32-3089

ウエルシア伊東竹の内店

静岡県伊東市竹の内1-146-1

0557-32-5589

ハックドラッグ富士中央店

静岡県富士市青葉町 392

0545-64-8919

ウエルシア富士中里店

静岡県富士市中里 75-2

0545-39-1289

ウエルシア富士広見店

静岡県富士市石坂459-1

0545-23-3511

ウエルシア富士宮粟倉店

静岡県富士宮市粟倉南町 159

0544-22-4678

ウエルシア城山店

静岡県富士宮市若の宮町16

0544-28-5089

ウエルシア函南間宮店

静岡県田方郡 函南町間宮618-1

055-970-0589

ウエルシア富士厚原店

静岡県富士市厚原82-1

0545-73-0789

ウエルシア静岡北安東店

静岡県静岡市葵区北安東3-3-3

054-200-1055

ウエルシア静岡松富店

静岡県静岡市葵区松富4-2-1

054-253-5388

ウエルシア静岡あさはた店

静岡県静岡市葵区北五丁目31番5号

054-209-0881

ウエルシア静岡東新田店

静岡県静岡市駿河区丸子新田234-4

054-256-0988

ハックドラッグ静岡下川原店

静岡県静岡市駿河区下川原南8-15

054-268-1889

ウエルシア吉田住吉店

静岡県榛原郡 吉田町住吉681-2

0548-34-1300

ウエルシア牧之原榛原店

静岡県牧之原市細江4561-1

0548-22-7884

ウエルシア牧之原相良店

静岡県牧之原市大沢672-1

0548-52-4884

ウエルシア藤枝岡部店

静岡県藤枝市岡部町内谷803-1

054-667-7088

ウエルシア静岡安倍口店

静岡県静岡市葵区安倍口新田454-1

054-296-9888

ウエルシア富士松野店

静岡県富士市北松野沖田1745-2

0545-56-1589

ウエルシア静岡中吉田店

静岡県静岡市駿河区中吉田21-14

054-208-4188

ウエルシア静岡池田店

静岡県静岡市駿河区池田615-5

054-655-1101

ウエルシア清水駒越店

静岡県静岡市清水区駒越西1-2-70

054-337-1660

ウエルシア焼津南店

静岡県焼津市与惣次64

054-623-8534

ウエルシア焼津ねぎ島店

静岡県焼津市祢宜島540

054-623-0933

ウエルシア焼津田尻北店

静岡県焼津市田尻北261

054-656-1188

ウエルシア焼津小柳津店

静岡県焼津市小柳津218-1

054-629-8814

ウエルシア焼津塩津店

静岡県焼津市塩津61-1

054-621-4555

ウエルシア藤枝高洲店

静岡県藤枝市高洲1-13-34

054-634-1088

静岡県

摂食回復支援食

お取扱い店舗
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ウエルシア藤枝青葉町店

静岡県藤枝市青葉町1-2-25

054-637-3887

ウエルシア藤枝藪田店

静岡県藤枝市下藪田字前田123-1

054-638-5808

ウエルシア島田道悦店

静岡県島田市道悦1-13-25

0547-37-1828

ウエルシア島田若松店

静岡県島田市若松町2727-1

0547-33-1880

ウエルシア島田御仮屋店

静岡県島田市御仮屋町9530

0547-33-1131

ウエルシア島田井口店

静岡県島田市井口1121

0547-38-7818

ウエルシア湖西新居店

静岡県湖西市新居町新居3380-70

053-595-0611

ウエルシア浜松三ケ日店

静岡県浜松市北区三ヶ日町三ヶ日180

053-525-2488

ウエルシア浜松浜北店

静岡県浜松市浜北区西美薗369-1

053-584-1011

ウエルシア掛川葛川店

静岡県掛川市葛川1096-1

0537-62-1280

ウエルシア森町森店

静岡県周智郡 森町森1531-1

0538-85-9988

ウエルシア袋井諸井店

静岡県袋井市諸井923

0538-30-2200

ウエルシア掛川大東店

静岡県掛川市大坂2822-1

0537-72-8388

ウエルシア菊川赤土店

静岡県菊川市赤土1088

0537-63-1377

ウエルシア磐田岩井店

静岡県磐田市岩井2333-3

0538-39-1311

ウエルシア磐田豊岡駅前店

静岡県磐田市新開200-4

0539-63-5122

ウエルシア磐田白羽店

静岡県磐田市白羽370-1

0538-67-1198

ウエルシア沼津吉田店

静岡県沼津市吉田町16-33

055-934-7801

ウエルシア西伊豆仁科店

静岡県加茂郡西伊豆町仁科320

0558-52-5010

ウエルシア浜松初生店

静岡県浜松市北区初生町1255-2

053-430-1789

ウエルシア袋井月見の里店

静岡県袋井市上山梨５－１

0538-48-5170

ウエルシア富士木の宮店

静岡県富士市今泉3221

0545-23-2332

ウエルシア富士国久保店

静岡県富士市国久保1-5-22

0545-54-2860

ウエルシア清水町新宿店

静岡県駿東郡清水町新宿221-1

055-991-5140

サチのくすり箱

愛知県名古屋市中川区柳森町403Pennビル1階

052-355-9341

ファミリーマート藤田保健衛生大学病院 新館店

愛知県豊明市沓掛町田楽ヶ窪1-98
藤田保健衛生大学病院A棟地

0562-91-6307

ファイン薬食倶楽部稲沢店

愛知県稲沢市長束町観音寺田201

0587-81-9131

スギ薬局森岡店

愛知県大府市森岡町5-11

0562-38-7716

ウエルシア豊橋平川本町店

愛知県豊橋市平川本町1-12-2

0532-69-3988

ウエルシア豊橋東森岡店

愛知県豊橋市東森岡1-11-16

0532-87-0881

ウエルシア豊川駅東口店

愛知県豊川市豊川町波通34-4

0533-80-2588

ウエルシア豊川蔵子店

愛知県豊川市蔵子5-16-15

0533-83-8583

ウエルシア豊川平尾町店

愛知県豊川市平尾町番皿36-1

0533-82-2600

ウエルシア蒲郡竹谷町店

愛知県蒲郡市竹谷町江尻26-2

0533-66-6615

ウエルシア高浜田戸町店

愛知県高浜市田戸町4-5-25

0566-54-3755

ウエルシア刈谷高倉店

愛知県刈谷市高倉町1-202

0566-62-5703

ウエルシア小塚店

愛知県名古屋市中川区小塚町62-1

052-369-2689

ウエルシア熱田大宝店

愛知県名古屋市熱田区大宝2-426-1

052-678-3389

静岡県

愛知県

摂食回復支援食
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ウエルシア名古屋元塩町店

愛知県名古屋市南区元塩町5-6

052-619-6250

ウエルシア天白高坂店

愛知県名古屋市天白区高坂町88-2

052-800-2589

ウエルシア東浦生路店

愛知県知多郡東浦町生路池下119

0562-82-5700

ウエルシア半田東洋町店

愛知県半田市瑞穂町9-1-1

0569-25-1001

ウエルシア四日市ときわ店

三重県四日市市 ときわ5-2-27

059-356-8122

ウエルシア鈴鹿桜島店

三重県鈴鹿市桜島町4-10-3

059-383-3311

ウエルシア伊勢河崎店

三重県伊勢市河崎1-3-20

0596-28-1411

ウエルシア度会葛原店

三重県度会郡度会町葛原699-1

0596-62-1460

ウエルシア亀山川崎店

三重県亀山市川崎町4745-1

0595-85-8011

ウエルシア伊勢小俣店

三重県伊勢市小俣町元町416

0596-20-5770

ウエルシア伊勢二見店

三重県伊勢市二見町山田原41

0596-44-2012

ウエルシア松坂中道町店

三重県松阪市中道町字中野田485

0598-56-9580

ウエルシア四日市蒔田店

三重県四日市市蒔田2-1-2

059-361-7151

ウエルシア松阪下村店

三重県松阪市下村町字西ノ庄862-2

0598-60-2870

ウエルシア大津堅田店

滋賀県大津市本堅田5-9-12

077-571-6651

ウエルシア野洲小篠原店

滋賀県野洲市小篠原1611-1

077-518-0063

ウエルシア栗東手原店

滋賀県栗東市手原1-9-17

ウエルシア近江八幡店

滋賀県近江八幡市上田町1278-3

0748-38-8305

ウエルシア滋賀守山店

滋賀県守山市守山6-10-37

077-514-0620

ウエルシア東近江八日市店

滋賀県東近江市中野町269

0748-20-3177

ウエルシア甲賀水口貴生川店

滋賀県甲賀市水口町貴生川2-62

0748-65-3557

ウエルシア近江八幡若宮店

滋賀県近江八幡市東町187-1

0748-38-5025

京都大学医学部附属病院売店

京都市左京区聖護院川原町54

075-751-3111

ウエルシア京都智恵光院店

京都府京都市上京区天秤丸町194

075-417-0205

ウエルシア右京西院月双店

京都府京都市右京区西院月双町22

075-311-7707

ウエルシア木津川山田川駅前店

京都府木津川市相楽城西26-2

0774-75-1135

ウエルシア相楽精華台店

京都府相楽郡精華町精華台3-12-3

0774-95-9090

ウエルシア福知山荒河東店

京都府福知山市荒河東町197

0773-24-6058

ウエルシア綾部宮代店

京都府綾部市宮代町宮ﾉ下12-1

0773-40-2266

ウエルシア福知山昭和新町店

京都府福知山市昭和新町73

0773-25-3033

ウエルシア宇治伊勢田店

京都府宇治市伊勢田町若林57

0774-41-1260

ウエルシア ダックス 伏見丹波橋店

京都府京都市伏見区下板橋町630-12

075-748-8151

ダックス右京花屋町店

京都府京都市右京区西京極町ノ坪町3

075-325-3988

大阪大学歯学部附属病院 売店

大阪府吹田市山田丘２

06-6879-5111

ヤマザキショップ八尾市立病院店

大阪府八尾市龍華町1-3-1八尾市立病院1階

072-923-7911

ウエルシア鶴見茨田大宮店

大阪府大阪市鶴見区田大宮4-18-3

06-6914-3620

ウエルシア生野巽南店

大阪府大阪市生野区巽南5-7-6

06-4303-7830

ウエルシア平野長吉長原店

大阪府大阪市平野区吉長原西3-4-15

06-6760-6767

ウエルシア住之江新北島店

大阪府大阪市住之江区新北島3-6-16

06-4702-6866

ウエルシア豊中中桜塚店

大阪府豊中市中桜塚4-6-8

06-4865-9421

愛知県

三重県

077-554-9494

滋賀県

京都府
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摂食回復支援食

お取扱い店舗
2017年6月5日現在

都道府県

店舗名

住所

電話番号

ウエルシア箕面西小路店

大阪府箕面市西小路2-8-28

072-720-2320

ウエルシア箕面小野原東店

大阪府箕面市小野原東6-1-30

072-749-1885

ウエルシア箕面小野原西店

大阪府箕面市小野原西6-2-3

072-749-5210

ウエルシア高槻高西店

大阪府高槻市高西町６番７号

072-676-8878

ウエルシア寝屋川高宮店

大阪府寝屋川市高宮1-2-34

072-811-3421

ウエルシア枚方御殿山店

大阪府枚方市御殿山南町3 中宮第三団地53-101

072-805-3088

ウエルシア四條畷岡山店

大阪府四條畷市岡山1-12-9

072-863-2007

ウエルシア東大阪中新開店

大阪府東大阪市中新開1-14-26

072-963-0113

ウエルシア河内花園駅前店

大阪府東大阪市吉田1-1-32

072-960-4750

ウエルシア松原阿保店

大阪府松原市阿保2-123-1

072-294-6203

ウエルシア八尾青山店

大阪府八尾市青山町4-5-12

072-924-8112

ウエルシア八尾上尾店

大阪府八尾市上尾町1-4-1

072-928-6584

ウエルシア羽曳野南恵我之荘店

大阪府羽曳野市南恵我之荘3-2-22

072-931-7722

ウエルシア富田林若松店

大阪府富田林市若松町西1-1842-1

0721-25-5061

ウエルシア河内長野滝谷店

大阪府河内長野市木戸3-30-17

0721-54-4833

ウエルシア河内長野千代田店

大阪府河内長野市原町2-3-6

0721-56-5545

ウエルシア大阪狭山池之原店

大阪府大阪狭山市池之原2-1193

072-360-1860

ウエルシア堺砂道店

大阪府堺市堺区砂道町2-1-9

072-227-6550

ウエルシア堺原山台店

大阪府堺市南区原山台5-17-1

072-297-1290

ウエルシア堺大庭寺1号店

大阪府堺市南区大庭寺793-4

072-295-7191

ウエルシア堺大庭寺2号店

大阪府堺市南区大庭寺869-1

072-289-8101

ウエルシア堺長曽根店

大阪府堺市北区長曽根町1207-4

072-254-6255

ウエルシア堺上野芝店

大阪府堺市西区上野芝向ｹ丘町6-6-43

072-278-3517

ウエルシア堺鳳中町店

大阪府堺市西区鳳中町7-3-3

072-268-4451

ウエルシア和泉鶴山台店

大阪府和泉市太町557

0725-46-7667

ウエルシア和泉唐国店

大阪府和泉市唐国町1-16-6

0725-92-5900

ウエルシア泉大津我孫子店

大阪府泉大津市我孫子1-2-37

0725-58-7022

ウエルシア岸和田加守店

大阪府岸和田市加守町1-1-30

072-430-6026

ウエルシアアクロスプラザ東岸和田店

大阪府岸和田市土生町4-2-1

072-493-3361

ウエルシア岸和田神須屋店

大阪府岸和田市神須屋町82

072-428-3447

ウエルシア貝塚半田店

大阪府貝塚市半田544

072-428-1570

ウエルシア泉佐野鶴原店

大阪府泉佐野市鶴原1238

072-461-1406

ウエルシア堺草尾店

大阪府堺市東区草尾633-5

072-284-8018

ウエルシア和泉和気店

大阪府和泉市和気町2-11-7

0725-40-1301

ウエルシア貝塚清児店

大阪府貝塚市清児504

072-421-2015

ウエルシア東淀川東淡路店

大阪府大阪市東淀川区東淡路1-7-17

06-6160-0777

ウエルシア八尾東久宝寺店

大阪府八尾市東久宝寺3-11-14

072-990-5810

ウエルシア堺深井水池店

大阪府堺市中区深井水池町3094

072-276-3751

ウエルシア鶴見緑店

大阪府大阪市鶴見区緑4-2-61

06-6955-3106

ウエルシア鶴見浜店

大阪府大阪市鶴見区浜2-2-66

06-4257-3051

大阪府
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ウエルシア堺南余部店

大阪府堺市美原区南余部192-1

072-369-2050

ウエルシア岸和田尾生店

大阪府岸和田市尾生町6-8-52

072-448-5710

ウエルシア岸和田西之内店

大阪府岸和田市西之内町21-33

072-448-6056

ウエルシア平野瓜破西店

大阪府大阪市平野区瓜破西2-8-10

06-4302-3205

ウエルシア神戸西山店

兵庫県神戸市北区西山1-16-1

078-950-2870

ウエルシア神戸鳴子店

兵庫県神戸市北区鳴子1-14-10

078-596-5920

ウエルシア神戸大池店

兵庫県神戸市北区山田町上谷上字古々山31-1

078-582-0343

ウエルシア神戸伊川谷北別府店

兵庫県神戸市西区北別府5-1-3

078-977-0350

ウエルシア神戸枝吉店

兵庫県神戸市西区枝吉4-34-1

078-929-8558

ウエルシア神戸星が丘店

兵庫県神戸市垂水区星が丘3-4-9

078-704-4575

ウエルシア南あわじ三原店

兵庫県南あわじ市市徳長674-2

0799-42-3715

ウエルシア津名一宮インター店

兵庫県淡路市中田2994-1

0799-64-7755

ローソン芦屋新浜店

兵庫県芦屋市新浜町2-7

0797-23-8055

ウエルシア尼崎大庄店

兵庫県尼崎市菜切山町10

06-6430-1815

ウエルシア尼崎南武庫之荘店

兵庫県尼崎市南武庫之荘7-11-5

06-6480-5120

ウエルシア西宮愛宕山店

兵庫県西宮市愛宕山10-45

0798-75-0788

ウエルシア伊丹野間店

兵庫県伊丹市野間7-1-3

072-785-8399

ウエルシア伊丹昆陽店

兵庫県伊丹市昆陽南1-2-7

072-771-7558

ウエルシア宝塚山本店

兵庫県宝塚市山本中2-1-29

0797-82-2600

ウエルシア川西加茂店

兵庫県川西市加茂3-1-5

072-767-6028

ウエルシア三田天神店

兵庫県三田市天神1-5-14

079-564-9801

ウエルシアたつの御津店

兵庫県たつの市御津町苅屋438-2

079-322-8028

ウエルシア揖保太子南店

兵庫県揖保郡 太子町蓮常寺字豆田281

079-277-6888

ウエルシア姫路青山店

兵庫県姫路市青山西3-12-1

079-268-7255

ウエルシア三木青山店

兵庫県三木市志染町青山6-15-1

0794-87-1720

ウエルシアCOMBOX明舞店

兵庫県明石市松が丘2-3-3

078-917-3384

ウエルシア加古川粟津店

兵庫県加古川市粟津100-1

079-456-0257

ウエルシア三木平田店

兵庫県三木市平田2-10-20

0794-86-6566

ウエルシア姫路網干店

兵庫県姫路市網干区新在家1361-1

079-271-3107

ウエルシア加東上中店

兵庫県加東市上中3-13

0795-43-9060

ウエルシア神崎神河店

兵庫県神崎郡神河町粟賀町357-2

0790-31-3366

ファミリーマート公立八鹿病院店

兵庫県養父市八鹿町八鹿1878-1

079-665-5220

ウエルシア奈良西木辻店

奈良県奈良市西木辻町130-4

0742-20-3181

ウエルシア香芝磯壁店

奈良県香芝市磯壁3-61

0745-43-6834

ウエルシア大和郡山小泉店

奈良県大和郡山市小泉町2849-1

0743-54-1401

島根県

ファミリーマートAコープこうぶ

島根県松江市鹿島町南講武721-2

0852-82-9077

広島県

ローソン呉広長浜店

広島県呉市広長浜2-3-13

082-327-7762

広島県

ローソン広島大町西三丁目店

広島県広島市安佐南区大町西3-17-10

082-831-1666

山口県

ローソン宇部中央町一丁目店

山口県宇部市中央町1-10

0836-29-3112

愛媛県

Aコープ城南店

愛媛県伊予郡砥部町高尾田71

089-956-0620

大阪府

兵庫県

奈良県
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高知県

ファミリーマート高知はりまや一丁目店

高知県高知市はりまや町1-3-19

088-826-9810

福岡県

ローソン八幡前田一丁目店

福岡県北九州市八幡東区前田1-7-26

093-671-7700

ファミリーマート那覇市立病院店

沖縄県那覇市古島2-31-1

098-882-3235

ファミリーマートふく薬品名護店

沖縄県名護市字茂佐1703-101

098-867-2084

イオンライカム店

沖縄県中頭郡北中城村 アワセ土地区画整理事務区
域内4街区

098-983-8888

マックスバリュ豊見城店

沖縄県豊見城市字田頭155-1

098-851-1155

イオン那覇店

沖縄県那覇市金城5-10-2

098-852-1515

イオン具志川店

沖縄県うるま市字前原幸崎原303

098-983-6565

沖縄県

