
 

〒105-6920 東京都港区虎ノ門 4 丁目 1番 1号 

アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド（日本支社） 

 

新型コロナウィルス感染症の影響に伴い、キャンペーン対象店舗が休業している場合がございます。 

営業状況につきましては、加盟店のホームページ等でご確認ください。 

 

ウェルシア対象店舗一覧 

東北地方

店舗 住所
ウエルシア盛岡西松園店 岩手県盛岡市西松園４丁目２０番１号           

ウエルシア盛岡本町通店 岩手県盛岡市本町通２丁目１３番８号           

ウエルシアイオンタウン盛岡駅前店 岩手県盛岡市盛岡駅前北通 11-30          

ウエルシア盛岡永井店 岩手県盛岡市永井 22 地割 37-1          

ウエルシア盛岡本宮店 岩手県盛岡市本宮六丁目１番６５号            

ウエルシア盛岡前九年店 岩手県盛岡市前九年３丁目６番２６号           

ウエルシア花巻桜台店 岩手県花巻市桜台２丁目９番９号             

ウエルシア花巻南川原店 岩手県花巻市南川原町１２６番地１            

ウエルシア北上さくら通り店 岩手県北上市さくら通り１丁目１番３４号         

ウエルシア一関山目店 岩手県一関市山目前田５１番地１             

ウエルシア一関末広店 岩手県一関市末広１丁目８番１８号            

ウエルシア水沢大畑店 岩手県奥州市水沢大畑小路３１              

ウエルシア奥州江刺店 岩手県奥州市江刺八日町１丁目４番１０－２号       

ウエルシア水沢桜屋敷店 岩手県奥州市水沢桜屋敷２９１－１            

ウエルシア仙台中山店 宮城県仙台市青葉区中山 5-2-3         

ウエルシア仙台八木山南店 宮城県仙台市太白区八木山南 2-1-29 1F          

ウエルシア仙台あすと長町店 宮城県仙台市太白区八本松２丁目２－８          

ウエルシア仙台泉高森店 宮城県仙台市泉区高森４丁目２番地５３９         

ウエルシア仙台柳生店 宮城県仙台市太白区柳生３丁目４－２           

ウエルシア仙台市名坂店 宮城県仙台市泉区市名坂字山岸５１－３          

ウエルシア仙台鶴が丘店 宮城県仙台市泉区鶴が丘１丁目３７－２          

ウエルシア仙台富沢西店 宮城県仙台市太白区富沢西四丁目２０番地の１６ 

ウエルシア仙台泉中央店 宮城県仙台市泉区泉中央４丁目２０番１          

ウエルシア仙台長命ケ丘店         宮城県仙台市泉区長命ケ丘 4-1-1 

ウエルシア石巻赤十字病院前店 宮城県石巻市あけぼの北１丁目１－７                    

ウエルシア本塩釜駅前店 宮城県塩竈市海岸通１１番１号              

ウエルシア名取大手町店 宮城県名取市大手町 5-3-2        

ウエルシア岩沼中央店 宮城県岩沼市中央４丁目１１番１３号           

ウエルシア古川中里店 宮城県大崎市古川中里２丁目７番１号           

ウエルシア大河原高砂店 宮城県柴田郡大河原町高砂町２番地７        

ウエルシア船岡中央店 宮城県柴田郡柴田町船岡中央三丁目 18 番 10 号 

ウエルシア利府青山店 宮城県宮城郡利府町青山二丁目１番地９       

ウエルシア山形桧町店 山形県山形市桧町３丁目８番２７号            

ウエルシア山形花楯店 山形県山形市花楯２丁目２番２６号            

ウエルシア山形篭田店 山形県山形市篭田１丁目１４番２５号           

ウエルシア山形南館店           山形県山形市南館 3-1-33 

ウエルシア米沢中央 5 丁目店 山形県米沢市中央５丁目２番５０号            

ウエルシア米沢本町店 山形県米沢市本町２丁目４番３７号            

ウエルシア鶴岡日出店 山形県鶴岡市日出１丁目２８番１３号           

ウエルシア鶴岡砂田町店 山形県鶴岡市砂田町６番４１号              

ウエルシア酒田ゆたか店 山形県酒田市ゆたか 1-15-20         

ウエルシア酒田亀ヶ崎店 山形県酒田市亀ケ崎３丁目１９番１０号          

ウエルシア酒田山居町店 山形県酒田市山居町２丁目１番８号            



 

〒105-6920 東京都港区虎ノ門 4 丁目 1番 1号 

アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド（日本支社） 

ウエルシア寒河江栄町店 山形県寒河江市栄町９番３６号              

ウエルシア寒河江南町店          山形県寒河江市南町 3-2-8 

ウエルシア上山弁天店 山形県上山市弁天１丁目１１番３６号           

ウエルシア長井緑町店 山形県長井市緑町１１番１４号              

ウエルシア長井本町店 山形県長井市本町２丁目４番３６号            

ウエルシア山形天童中店 山形県天童市天童中３丁目１番１５号           

ウエルシア東根神町店 山形県東根市神町北２丁目１３番１８号          

ウエルシア東根中央店 山形県東根市中央２丁目１番２５号            

ウエルシア東根温泉町店 山形県東根市温泉町１丁目２番１７号           

ウエルシア南陽三間通店 山形県南陽市三間通２８番地の１             

ウエルシア南陽宮内店 山形県南陽市宮内２４５３－２              

ウエルシア山形河北店 山形県西村山郡河北町谷地中央央四丁目 8 番 6 号           

ウエルシア福島八島田店 福島県福島市八島田８番地の１              

ウエルシア福島飯坂店 福島県福島市飯坂町字月崎町１２－４           

ウエルシア福島鎌田店 福島県福島市鎌田字西５番地の１             

ウエルシア福島大森店 福島県福島市大森堂ノ裏６２               

ウエルシア福島早稲店 福島県福島市早稲町８番２２号一番丁キャッスル 1F               

ウエルシア会津若松湯川店 福島県会津若松市湯川町４－１０             

ウエルシアいわきエブリア店 福島県いわき市鹿島町米田字日渡５            

ウエルシアいわき錦店 福島県いわき市錦町花ノ井３０番地の１          

ウエルシアいわき中央台東店 福島県いわき市中央台高久２丁目２５番地の１       

ウエルシアいわき平中神谷店 福島県いわき市平中神谷字六本榎 9-3 

ウエルシア喜多方常盤台店 福島県喜多方市常盤台４６－１              

ウエルシア二本松安達店 福島県二本松市油井字濡石２７番地１           

ウエルシア田村船引店 福島県田村市船引町船引字宮ノ前８１           

ウエルシア南相馬原ノ町駅前店 福島県南相馬市原町区旭町２丁目５２番地の１       

ウエルシア伊達保原北店 福島県伊達市保原町大和１０７番地１           

ウエルシア伊達掛田店 福島県伊達市霊山町掛田字荒井３３－１          

ウエルシア伊達新梁川店 福島県伊達市梁川町広瀬町４３番地            

ウエルシア伊達保原店 福島県伊達市保原町前田町２７－２            

ウエルシア福島本宮店 福島県本宮市本宮舘町１９４               

ウエルシア会津坂下店 福島県河沼郡会津坂下町古町川尻 386-1       

ウエルシア会津坂下東店 福島県河沼郡会津坂下町字小川原９４５番地              

ウエルシア郡山長者店 福島県郡山市長者１丁目６番２０号            

ウエルシア郡山桑野店 福島県郡山市桑野４丁目６－２              

ウエルシア郡山駅東口店 福島県郡山市谷島町６番１８号              

ウエルシア郡山小原田店 福島県郡山市小原田３丁目３番１４号           

ウエルシア郡山開成店 福島県郡山市開成６丁目１４９－１            

ウエルシア郡山富田店           福島県郡山市名郷田 2-48 

ウエルシア東白川棚倉店 福島県東白川郡棚倉町１６－１               

ウエルシア小野新町店 福島県田村郡小野町小野新町品ノ木１－１            

ウエルシア福島玉川店 福島県石川郡玉川村小高稲荷畷２４－１       

ウエルシア伊達桑折店 福島県伊達郡桑折町字北町５０番地の１ 

ウエルシア伊達国見店 福島県伊達郡国見町藤田中沢一１０番地１              

ウエルシア西会津店 福島県耶麻郡西会津町野沢字原町６１１       

ウエルシア岩瀬鏡石店 福島県岩瀬郡鏡石町不時沼２０５番地        

ウエルシア会津美里店 福島県大沼郡会津美里町思堀２５番地        

ウエルシア西白河西郷店 福島県西白河郡西郷村米字中山前 84-10                  

ウエルシア西白河中島店 福島県西白河郡中島村二子塚字浦山 32-16               

関東地方

ウエルシア水戸見和店 茨城県水戸市見和１丁目３０９－２            
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ウエルシア水戸けやき台店 茨城県水戸市けやき台１丁目１４０－１          

ウエルシアヨークタウン水戸店 茨城県水戸市元吉田町１０３０番地の１２         

ウエルシア水戸平須店 茨城県水戸市平須町１８２０－６１            

ウエルシア水戸新原店 茨城県水戸市新原１丁目１７－４             

ウエルシア水戸百合が丘店 茨城県水戸市百合が丘町８－３              

ウエルシア水戸千波店 茨城県水戸市千波町北葉山１７６３－１          

ウエルシア水戸御茶園通り店 茨城県水戸市千波町２７７－６              

ウエルシア水戸堀町店 茨城県水戸市堀町８７８－３               

ウエルシア水戸元吉田店 茨城県水戸市元吉田町１５７０番地の８          

ウエルシア水戸西原店 茨城県水戸市西原１丁目１４番５８号           

ウエルシア水戸姫子店 茨城県水戸市見和 2-548-1 

ウエルシア日立田尻 2 号店 茨城県日立市田尻町 3-26-13         

ウエルシア日立田尻店 茨城県日立市滑川本町５丁目１３－２３          

ウエルシア日立金沢店 茨城県日立市金沢町１丁目１４－６            

ウエルシア日立南高野店 茨城県日立市南高野町２丁目１５番１号          

ウエルシア日立小木津店 茨城県日立市日高町１丁目３０番７号           

ウエルシア日立本宮店 茨城県日立市本宮町４丁目１２番１号           

ウエルシア土浦霞ヶ岡店 茨城県土浦市霞ヶ岡町２２－５              

ウエルシア土浦中高津店 茨城県土浦市中高津１丁目１７番２３号          

ウエルシア土浦東都和店 茨城県土浦市東都和６－１                

ウエルシア土浦さん・あぴお店 茨城県土浦市大畑１６１１                

ウエルシア土浦新田中店 茨城県土浦市田中２丁目１０番３５号           

ウエルシア土浦高津店 茨城県土浦市下高津３丁目７番４６号           

ウエルシア土浦真鍋店 茨城県土浦市真鍋３丁目５－２５             

ウエルシア土浦神立店 茨城県土浦市神立中央３丁目２番２７号          

ウエルシア茨城総和薬局 茨城県古河市下大野２００８               

ウエルシア古河諸川店 茨城県古河市諸川１１６６                

ウエルシアＶＡＬ古河店 茨城県古河市本町１丁目１－１５ＶＡＬ古河駅ビル内             

ウエルシア古河三和店 茨城県古河市諸川１１１４－３              

ウエルシア古河鴻巣店 茨城県古河市鴻巣９５６－１               

ウエルシア古河三和東店 茨城県古河市諸川字井耕地２５９－７           

ウエルシア古河三杉店 茨城県古河市三杉町２丁目４－５             

ウエルシア古河総和店 茨城県古河市下辺見２７１５               

ウエルシア古河東牛谷店 茨城県古河市東牛谷１４８４番地１            

ウエルシア石岡東光台店 茨城県石岡市東光台４丁目１１－２２           

ウエルシア石岡八郷店 茨城県石岡市下林２７８                 

ウエルシア石岡杉並店 茨城県石岡市石岡２２８０－２              

ウエルシア結城下り松店 茨城県結城市下り松４丁目１－４             

ウエルシア結城富士見店 茨城県結城市大字結城１０６０９番地１          

ウエルシア結城新福寺店 茨城県結城市新福寺２丁目２１－６            

ウエルシア下妻新千代川店 茨城県下妻市田下５９３                 

ウエルシア下妻古沢店 茨城県下妻市古沢５６３番地               

ウエルシア常総石下店 茨城県常総市新石下３９３０－１             

ウエルシア常総向石下店 茨城県常総市向石下８５７－２              

ウエルシア常総北水海道店 茨城県常総市水海道森下町４１４１番地１         

ウエルシア常陸太田久米店 茨城県常陸太田市久米町１２３              

ウエルシア常陸太田中城店 茨城県常陸太田市中城町２９９２番地の１         

ウエルシア常陸太田木崎店 茨城県常陸太田市木崎二町１８０６番地の１        

ウエルシア高萩安良川店 茨城県高萩市安良川２１４－１              

ウエルシア北茨城磯原店 茨城県北茨城市磯原町磯原３丁目２０           

ウエルシア北茨城中郷店 茨城県北茨城市中郷町上桜井１５８６番地         
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ウエルシア笠間東店 茨城県笠間市笠間字稲荷町９９－７            

ウエルシア新友部店 茨城県笠間市東平３丁目１番７号             

ウエルシア友部旭町店 茨城県笠間市旭町４８８番地１              

ウエルシア笠間南店 茨城県笠間市石井２１０４                

ウエルシア取手新戸頭店 茨城県取手市戸頭９丁目２１番２３号           

ウエルシア取手新町店 茨城県取手市新町３丁目９－４１             

ウエルシア取手戸頭 2 号店 茨城県取手市戸頭１丁目９－１８             

ウエルシア取手ゆめみ野店 茨城県取手市ゆめみ野３丁目８－２            

ウエルシア牛久神谷店 茨城県牛久市神谷５丁目１－１              

ウエルシア牛久猪子店 茨城県牛久市猪子町９９５－１８             

ウエルシア牛久上柏田店 茨城県牛久市上柏田２丁目３３－６            

ウエルシア牛久刈谷店 茨城県牛久市牛久町３３１８番地１            

ウエルシアつくばみどりの店 茨城県つくば市みどりの１－３２－１ 

ウエルシアつくば学園中央店 茨城県つくば市東新井２４－６              

ウエルシアつくば学園吾妻店 茨城県つくば市吾妻３丁目１４－１            

ウエルシアつくば松代店 茨城県つくば市松代１丁目４－６             

ウエルシアつくば北条店 茨城県つくば市北条亀井５２０９－５           

ウエルシアつくば大穂店 茨城県つくば市筑穂１丁目１２番地５           

ウエルシアつくば豊里店 茨城県つくば市豊里の杜２丁目１－１           

ウエルシアてらしま健康館 茨城県つくば市東新井２５－２              

ウエルシアつくば春日店 茨城県つくば市春日３丁目１１－７            

ウエルシアつくば大曽根店 茨城県つくば市大曽根字吾妻３６５３－１         

ウエルシアつくば東店 茨城県つくば市東２丁目９番１              

ウエルシアつくば研究学園店 茨城県つくば市苅間１６２８番地             

ウエルシアつくば万博記念公園店 茨城県つくば市島名福田坪土地区画整理地Ｂ４８街区                   

ウエルシアつくば学園二の宮店 茨城県つくば市二の宮３丁目１５番地１０         

ウエルシアつくば学園並木店 茨城県つくば市並木３丁目１５番地１           

ウエルシアつくば吉沼店 茨城県つくば市吉沼１２０９番地４            

ウエルシアつくば谷田部店 茨城県つくば市台町２丁目３－１０            

ウエルシアつくば研究学園北店 茨城県つくば市学園の森２－３３ 

ウエルシアつくば桜店 茨城県つくば市桜１丁目１４－１             

ウエルシアつくば春日 3 丁目店 茨城県つくば市春日３丁目１番地９            

ウエルシアＢＬＡＮＤＥつくば並木     茨城県つくば市並木 4-3-2 BLANDE つくば並木内 

ウエルシアつくば洞峰公園通り店 茨城県つくば市二の宮 3-24-20 

ウエルシアひたちなか六ツ野店 茨城県ひたちなか市東石川 3379-15           

ウエルシアひたちなか馬渡店 茨城県ひたちなか市馬渡字西谷津３８４５－２       

ウエルシア那珂湊店 茨城県ひたちなか市釈迦町７－２４            

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丁目２２－６ 

ウエルシアひたちなか田彦店 茨城県ひたちなか市田彦１００３－５           

ウエルシアひたちなか松戸町店 茨城県ひたちなか市松戸町３丁目１番３０号        

ウエルシアひたちなか馬渡向野店 茨城県ひたちなか市馬渡向野２９１１－１８        

ウエルシアひたちなか堂端店 茨城県ひたちなか市堂端２丁目１－４           

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丁目１２番４号         

ウエルシアひたちなか市毛店 茨城県ひたちなか市市毛８２２－５            

ウエルシアひたちなか田中後店 茨城県ひたちなか市田中後７番地２            

ウエルシアひたちなか大平店 茨城県ひたちなか市大平３丁目１１番２０号        

ウエルシア鹿嶋プラザ店 茨城県鹿嶋市宮中字東山２８９－１            

ウエルシア鹿嶋宮津台店 茨城県鹿嶋市大字宮津台１５１番地５２          

ウエルシア鹿嶋緑ヶ丘店 茨城県鹿嶋市緑ヶ丘４丁目６番地７            

ウエルシア鹿嶋大野店 茨城県鹿嶋市和７８９－２                

ウエルシア鹿嶋平井店 茨城県鹿嶋市旭ヶ丘２丁目８番地１            
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ウエルシア潮来須賀南店 茨城県潮来市須賀南２８９番地              

ウエルシア潮来新宮南店 茨城県潮来市新宮南１４３７番地１            

ウエルシア守谷ひがし野店 茨城県守谷市ひがし野２丁目２－５            

ウエルシア守谷松並店 茨城県守谷市ひがし野４丁目１－９            

ウエルシア常陸大宮山方店 茨城県常陸大宮市山方５８２－２             

ウエルシア常陸大宮石沢南店        茨城県常陸大宮市石沢 1686-1 

ウエルシア那珂竹ノ内店 茨城県那珂市竹ノ内三丁目７番地３            

ウエルシア那珂瓜連店 茨城県那珂市瓜連７４８－３               

ウエルシア下館南店 茨城県筑西市乙９１６                  

ウエルシア下館二木成店 茨城県筑西市二木成９４３                

ウエルシア筑西協和店 茨城県筑西市新治１９９６－２６             

ウエルシア坂東岩井本町店 茨城県坂東市岩井２７４６番地              

ウエルシア稲敷釜井店 茨城県稲敷市釜井４３５－１               

ウエルシアかすみがうら大和田店 茨城県かすみがうら市大和田５９２番地４５        

ウエルシア岩瀬富士見台店 茨城県桜川市富士見台１丁目２０             

ウエルシア真壁飯塚店 茨城県桜川市真壁町飯塚９９８ 

ウエルシア岩瀬御領店 茨城県桜川市御領１丁目２３               

ウエルシア神栖堀割店 茨城県神栖市堀割３丁目４－３              

ウエルシア神栖知手店 茨城県神栖市知手中央２丁目２－２７           

ウエルシア神栖矢田部店 茨城県神栖市矢田部７８０３－５１            

ウエルシア神栖中央店 茨城県神栖市神栖１丁目５－６              

ウエルシア神栖平泉店 茨城県神栖市平泉１－４                 

ウエルシア神栖若松店 茨城県神栖市若松中央２丁目１０番            

ウエルシア神栖大野原店 茨城県神栖市大野原３丁目９番３６号           

ウエルシア神栖知手中央店 茨城県神栖市知手中央６丁目６－１９           

ウエルシア神栖波崎店 茨城県神栖市波崎８５１９番地              

ウエルシア神栖土合本町店 茨城県神栖市土合本町４丁目９８０９番地４５１               

ウエルシア行方麻生店 茨城県行方市麻生３２８９－４６             

ウエルシア行方玉造店 茨城県行方市玉造甲６５９－２              

ウエルシア鉾田舟木店 茨城県鉾田市舟木１７１－１               

ウエルシア鉾田中根店 茨城県鉾田市鉾田１２５９番地３             

ウエルシアつくばみらい伊奈店 茨城県つくばみらい市谷井田字北耕地１３３２       

ウエルシアみらい平駅前店 茨城県つくばみらい市陽光台１丁目１４－１ 

ウエルシア小美玉羽鳥店 茨城県小美玉市羽鳥２７３８－５９            

ウエルシア小美玉美野里店 茨城県小美玉市羽鳥２９０８－３             

ウエルシア小美玉玉里店 茨城県小美玉市田木谷２１２番地１            

ウエルシア佐貫店 茨城県龍ヶ崎市佐貫１丁目１               

ウエルシア龍ケ崎長山店 茨城県龍ヶ崎市長山３丁目２－１             

ウエルシア龍ケ崎緑町店 茨城県龍ヶ崎市緑町８９番地               

ウエルシア龍ケ崎馴馬店 茨城県龍ヶ崎市馴馬町２９５７－１            

ウエルシア茨城境町店 茨城県猿島郡境町３８－３             

ウエルシア茨城五霞店 茨城県猿島郡五霞町原宿台４－１３         

ウエルシア阿見荒川沖店 茨城県稲敷郡阿見町うずら野１丁目１９番地２            

ウエルシア阿見岡崎店 茨城県稲敷郡阿見町岡崎三丁目８番地１       

ウエルシア阿見若栗店 茨城県稲敷郡阿見町若栗１３３９－６        

ウエルシア阿見荒川本郷店 茨城県稲敷郡阿見町本郷三丁目３番地１       

ウエルシア東海舟石川店 茨城県那珂郡東海村舟石川駅西２－９－１２           

ウエルシア大洗磯浜店 茨城県東茨城郡大洗町磯浜町３４６５番地１            

ウエルシア大子池田店 茨城県久慈郡大子町池田１５０６番地        

ウエルシア宇都宮平松本町店 栃木県宇都宮市平松本町１２１７－５           

ウエルシア宇都宮清原台店 栃木県宇都宮市清原台１丁目１４－１           
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ウエルシア宇都宮テクノポリス 栃木県宇都宮市ゆいの杜５－２６－２９ 

ウエルシア宇都宮春日町店 栃木県宇都宮市春日町８－４               

ウエルシア宇都宮簗瀬店 栃木県宇都宮市簗瀬町１８４７－１            

ウエルシア宇都宮簗瀬 2 号店 栃木県宇都宮市簗瀬町２５６１番地１           

ウエルシア宇都宮兵庫塚店 栃木県宇都宮市兵庫塚町１７３番地１           

ウエルシア宇都宮鶴田町店 栃木県宇都宮市鶴田町１８９番地１            

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番３１号           

ウエルシア宇都宮駒生店 栃木県宇都宮市駒生町１２９８番地１           

ウエルシア宇都宮花房店 栃木県宇都宮市花房３丁目３－４７            

ウエルシア宇都宮戸祭店 栃木県宇都宮市戸祭町３０２２              

ウエルシア宇都宮越戸店 栃木県宇都宮市越戸３丁目１２－３            

ウエルシア宇都宮今泉新町店 栃木県宇都宮市今泉新町２６０－６            

ウエルシア宇都宮双葉店 栃木県宇都宮市双葉３丁目１５－２            

ウエルシア宇都宮五代店 栃木県宇都宮市五代１丁目３－７             

ウエルシア宇都宮西川田店         栃木県宇都宮市西川田町 913-1 

ウエルシア宇都宮駅東口調剤薬局      栃木県宇都宮市宮みらい 1-35 

ウエルシア足利朝倉店 栃木県足利市田中町３０－３               

ウエルシア足利大前店 栃木県足利市大前町８２７－１              

ウエルシア足利福居店 栃木県足利市百頭町２１０５               

ウエルシア足利五十部店 栃木県足利市五十部町４１９番地１            

ウエルシア足利小俣店 栃木県足利市小俣町５１６番地１             

ウエルシア栃木片柳店 栃木県栃木市片柳町４丁目２－２８            

ウエルシア大平店 栃木県栃木市大平町西野田１５２             

ウエルシア栃木日の出町店 栃木県栃木市日ノ出町５－１４              

ウエルシア栃木藤岡店 栃木県栃木市藤岡町藤岡１１９８－１           

ウエルシア佐野植上店 栃木県佐野市植上町１７８６番地２            

ウエルシア佐野富岡店 栃木県佐野市富岡町１７１２番地１            

ウエルシア鹿沼貝島店 栃木県鹿沼市貝島町４５３                

ウエルシア鹿沼蓬莱店 栃木県鹿沼市蓬莱町１０１１番地１            

ウエルシア鹿沼粟野店 栃木県鹿沼市久野３９６                 

ウエルシア日光今市店 栃木県日光市芹沼字石神殿１４６１－２          

ウエルシア日光今市大沢店 栃木県日光市木和田島１５６７－４            

ウエルシア日光インター店 栃木県日光市東和町６８－１               

ウエルシア日光今市２号店 栃木県日光市今市 14-2 

ウエルシア小山花垣店 栃木県小山市花垣町１丁目４               

ウエルシア小山西城南店 栃木県小山市西城南６丁目１１－４            

ウエルシア小山羽川店 栃木県小山市羽川下田５７                

ウエルシア小山天神店 栃木県小山市天神町２丁目８－５２            

ウエルシア小山犬塚店 栃木県小山市犬塚６－８－２ 

ウエルシア小山城東店 栃木県小山市城東３丁目２３－４             

ウエルシア小山駅南町店 栃木県小山市駅南町２丁目６－１             

ウエルシア小山雨ヶ谷店 栃木県小山市雨ヶ谷８０２－３              

ウエルシア小山神鳥谷店 栃木県小山市神鳥谷５丁目１７              

ウエルシア小山城北店 栃木県小山市城北 3-2-8          

ウエルシア美しが丘店 栃木県小山市美しが丘１丁目２－３            

ウエルシア小山間々田店 栃木県小山市乙女２丁目１３－９             

ウエルシア真岡熊倉店 栃木県真岡市熊倉１丁目１－１              

ウエルシア真岡亀山店 栃木県真岡市亀山１丁目１９番地１            

ウエルシア真岡荒町店 栃木県真岡市荒町３丁目４４番地２            

ウエルシア真岡大谷新町店 栃木県真岡市大谷新町１９番地７             

ウエルシア二宮久下田店 栃木県真岡市久下田西２丁目８－２            
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ウエルシア真岡高間木店 栃木県真岡市下高間木二丁目１２番地３          

ウエルシア大田原若松店 栃木県大田原市若松町１６４２－６            

ウエルシア大田原本町店 栃木県大田原市本町１丁目２７０５－８８         

ウエルシア那須塩原黒磯店 栃木県那須塩原市末広町５３番地７７           

ウエルシア西那須野南郷屋店 栃木県那須塩原市新南１６３－１２            

ウエルシア那須塩原黒磯幸町店       栃木県那須塩原市黒磯幸町 2-4 

ウエルシアさくら喜連川店 栃木県さくら市喜連川１６６番地             

ウエルシア下野小金井店 栃木県下野市柴８３０番地９               

ウエルシア上三川しらさぎ店 栃木県河内郡上三川町しらさぎ２丁目３２－２３           

ウエルシア益子町役場前店 栃木県芳賀郡益子町益子１９９３番地１       

ウエルシア益子大沢店 栃木県芳賀郡益子町大沢１３８－１         

ウエルシア市貝赤羽店 栃木県芳賀郡市貝町大字赤羽３５５－４       

ウエルシア壬生大師店 栃木県下都賀郡壬生町大師町１８－１２       

ウエルシア前橋青柳薬局 群馬県前橋市青柳町宿前５０４－１            

ウエルシア前橋上新田店 群馬県前橋市上新田町５９１－１             

ウエルシア前橋天川大島店 群馬県前橋市天川大島町３３－１             

ウエルシア前橋富士見町店 群馬県前橋市富士見町田島６４－１            

ウエルシア前橋荒牧店 群馬県前橋市荒牧町１丁目２４－１            

ウエルシア前橋北代田店 群馬県前橋市北代田町６４９－４             

ウエルシア前橋六供町店 群馬県前橋市六供町１２１９番地１            

ウエルシア前橋天川大島 2 号店 群馬県前橋市天川大島町２６０番地１４          

ウエルシア前橋西片貝店 群馬県前橋市西片貝町５丁目１４番地１          

ウエルシア前橋岩神店 群馬県前橋市岩神町２丁目２３番２０号          

ウエルシア前橋三俣店 群馬県前橋市三俣町 3-18-1           

ウエルシア高崎上佐野薬局 群馬県高崎市上佐野町粕沢９０７－１           

ウエルシア高崎貝沢店 群馬県高崎市貝沢町９６０－１              

ウエルシア高崎棟高店 群馬県高崎市棟高町６８１－１              

ウエルシア高崎中居店 群馬県高崎市中居町３丁目３８－９            

ウエルシア高崎吉井店 群馬県高崎市吉井町長根１５７６－１           

ウエルシア桐生境野薬局 群馬県桐生市境野町２丁目７２７－１           

ウエルシア桐生川内店 群馬県桐生市川内町３丁目２０７－１           

ウエルシア伊勢崎八寸店 群馬県伊勢崎市八寸町４９３５－１            

ウエルシア伊勢崎赤堀店 群馬県伊勢崎市赤堀鹿島町１６３９－１          

ウエルシア伊勢崎宮子店 群馬県伊勢崎市宮子町３５２１－２            

ウエルシア伊勢崎市場店 群馬県伊勢崎市市場町２丁目８５０－９          

ウエルシア伊勢崎境町店 群馬県伊勢崎市境下武士２６８８番地           

ウエルシア太田鳥山店 群馬県太田市鳥山上町１６３０－１            

ウエルシア太田富沢店 群馬県太田市富沢町２７４                

ウエルシア太田宝泉店 群馬県太田市宝町８６８                 

ウエルシア太田尾島店 群馬県太田市安養寺町２２－２              

ウエルシア太田南矢島店 群馬県太田市南矢島町６４５番地３            

ウエルシア太田岩瀬川店 群馬県太田市岩瀬川町４５０－１             

ウエルシア太田南口店 群馬県太田市飯田町１１０１               

ウエルシア太田薮塚店 群馬県太田市藪 町１２５９－１             

ウエルシア太田石原店 群馬県太田市茂木町９１８                

ウエルシア太田新道町店 群馬県太田市新道町１２５４－１             

ウエルシア太田台之郷店 群馬県太田市台之郷町１０５７番地１           

ウエルシア太田飯店 群馬県太田市飯 町１６０２番地             

ウエルシア沼田店 群馬県沼田市東原新町１８３１－１            

ウエルシア沼田バイパス店 群馬県沼田市高橋場町２１９０－１            

ウエルシア沼田栄町店 群馬県沼田市栄町２２１番地３              
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ウエルシア館林大街道店 群馬県館林市大街道１丁目１０－１８           

ウエルシア館林松原店 群馬県館林市松原２丁目１３－３６            

ウエルシア館林アクロス店 群馬県館林市近藤町１７８－９６             

ウエルシア館林諏訪店 群馬県館林市諏訪町 1409-1 

ウエルシア渋川行幸田店 群馬県渋川市行幸田３２３－３              

ウエルシア藤岡北ノ原店 群馬県藤岡市藤岡７４１番地１              

ウエルシア富岡七日市店          群馬県富岡市七日市 387 

ウエルシア安中店 群馬県安中市安中４丁目８－１２             

ウエルシア安中郷原店 群馬県安中市郷原２９３－１               

ウエルシア松井田八城店 群馬県安中市松井田町八城３１０番地４          

ウエルシアみどり大間々店 群馬県みどり市大間々町大間々１９３１－１        

ウエルシアみどり阿左美店 群馬県みどり市笠懸町阿左美２６８２－４         

ウエルシアみどり笠懸店 群馬県みどり市笠懸町阿左美１７７－１４         

ウエルシアアクロスプラザ笠懸店 群馬県みどり市笠懸町阿左美１３０８番１         

ウエルシアみどり岩宿駅前店 群馬県みどり市笠懸町阿左美 2560-11        

ウエルシア玉村店 群馬県佐波郡玉村町上飯島２７５          

ウエルシア玉村下新田店 群馬県佐波郡玉村町下新田７４３－２        

ウエルシア群馬大泉店 群馬県邑楽郡大泉町吉田１９７７－２ 

ウエルシア邑楽町中野店 群馬県邑楽郡邑楽町中野４５７１番地１       

ウエルシア大泉中央店 群馬県邑楽郡大泉町中央一丁目５番８号       

ウエルシア大泉古氷店 群馬県邑楽郡大泉町古氷３０５番地の１       

ウエルシア下仁田店 群馬県甘楽郡下仁田町下仁田            

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丁目１４－１４           

ウエルシア浦和木崎店 埼玉県さいたま市浦和区木崎１丁目７－２７        

ウエルシア中浦和店 埼玉県さいたま市南区鹿手袋２丁目１３－１９       

ウエルシアさいたま奈良町店 埼玉県さいたま市北区奈良町３９－２           

ウエルシア武蔵浦和店 埼玉県さいたま市南区沼影１丁目１３－１         

ウエルシアさいたま佐知川店 埼玉県さいたま市西区佐知川２０－４           

ウエルシア浦和上木崎店 埼玉県さいたま市浦和区上木崎 7-1-33         

ウエルシア東大宮薬局 埼玉県さいたま市見沼区東大宮５丁目１４－５       

ウエルシアさいたま土呂店 埼玉県さいたま市北区土呂町１－５９－３         

ウエルシア東大宮 4 丁目店 埼玉県さいたま市見沼区東大宮４丁目２４－１２           

ウエルシアさいたま深作店 埼玉県さいたま市見沼区春岡１丁目１６－１        

ウエルシアさいたま大和田店 埼玉県さいたま市見沼区大和田町２丁目１２２７－５          

ウエルシアさいたま宮原ベルク 埼玉県さいたま市北区宮原町１丁目１９０－８       

ウエルシアさいたま南中野店 埼玉県さいたま市見沼区南中野高木８０１－１       

ウエルシアさいたま原山店 埼玉県さいたま市緑区原山１丁目２８－２８        

ウエルシアさいたま原山 2 号店 埼玉県さいたま市緑区原山１丁目２－２          

ウエルシア岩槻西町店 埼玉県さいたま市岩槻区西町５丁目１番３６号       

ウエルシアさいたま新都心けやきひろば店 埼玉県さいたま市中央区新都心１０番地けやきひろば１階          

ウエルシアさいたま宮原 4 丁目店 埼玉県さいたま市北区宮原町４丁目９番地１        

ウエルシアダイエー大宮店 埼玉県さいたま市大宮区桜木町２丁目３          

ウエルシアさいたま三橋店 埼玉県さいたま市大宮区三橋２丁目１０００番地            

ウエルシアさいたま栄和店 埼玉県さいたま市桜区栄和２丁目２７番１０号       

ウエルシアさいたま今羽 埼玉県さいたま市北区今羽町３５０番地１         

ウエルシアさいたま宮原駅前店 埼玉県さいたま市北区宮原３－３７２           

ウエルシア東大宮パトリア店 埼玉県さいたま市見沼区春野２丁目７パトリア東大宮内           

ウエルシアさいたま大谷口店        埼玉県さいたま市南区大字大谷口 5607 

ウエルシア大宮門街ＥＡＳＴ店 埼玉県さいたま市大宮区大門町 2-118 大宮門街 EAST 2F 

ウエルシア川越的場店 埼玉県川越市的場１丁目１５－９             

ウエルシア川越仙波店 埼玉県川越市仙波町３丁目１－２             
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ウエルシア川越仙波 2 号店 埼玉県川越市仙波町２丁目３－８             

ウエルシア川越新宿店 埼玉県川越市新宿町６丁目２７－５            

ウエルシア川越小仙波店 埼玉県川越市大字小仙波６９４番地８           

ウエルシア川越岸町店 埼玉県川越市岸町２丁目２３番地５            

ウエルシア川越神明町店 埼玉県川越市神明町 12-5         

ウエルシア川越中台元町店 埼玉県川越市中台元町１丁目２５番１           

ウエルシア鶴ヶ島駅前店 埼玉県川越市鯨井新田３番地１              

ウエルシア川越今成店 埼玉県川越市今成 1-4-1 

ウエルシア川越脇田本町店 埼玉県川越市脇田本町 5-3 

ウエルシア熊谷籠原薬局 埼玉県熊谷市別府１丁目４６               

ウエルシア熊谷箱田店 埼玉県熊谷市箱田７丁目８－１０             

ウエルシア熊谷赤城店 埼玉県熊谷市赤城町３丁目１－３５            

ウエルシア熊谷佐谷田店 埼玉県熊谷市佐谷田２４０２－１             

ウエルシア熊谷江南店 埼玉県熊谷市樋春２０７１                

ウエルシア熊谷籠原南店 埼玉県熊谷市籠原南３丁目３９１番地           

ウエルシア熊谷箱田二丁目店 埼玉県熊谷市箱田２丁目２０番４８号           

ウエルシア川口芝薬局 埼玉県川口市芝３丁目１２－１              

ウエルシア川口栄町店 埼玉県川口市栄町１丁目１９－１５            

ウエルシア川口領家店 埼玉県川口市領家３丁目４－１６             

ウエルシア川口北園店 埼玉県川口市北園町１－１０               

ウエルシア川口伊刈店 埼玉県川口市芝東町５－３２               

ウエルシア川口芝樋ノ爪店 埼玉県川口市芝樋ノ爪１丁目７－５２           

ウエルシア川口峯店 埼玉県川口市峯９２９－１                

ウエルシア東川口店 埼玉県川口市東川口４丁目２１－６            

ウエルシア川口東本郷店 埼玉県川口市東本郷２０２８－２             

ウエルシア川口駅東口店 埼玉県川口市栄町３丁目１０番１８号           

ウエルシア川口朝日 5 丁目店 埼玉県川口市朝日５丁目８番２０号            

ウエルシア川口北原台店 埼玉県川口市北原台１丁目７番３号            

ウエルシア行田佐間薬局 埼玉県行田市佐間１丁目５－５              

ウエルシア行田棚田町店 埼玉県行田市棚田町２丁目１番地１３           

ウエルシア行田持田店 埼玉県行田市持田１丁目１０－１５            

ウエルシア行田谷郷店 埼玉県行田市谷郷２丁目１０５０－１           

ウエルシア秩父宮地薬局 埼玉県秩父市上宮地町２６－１５             

ウエルシア秩父黒谷店 埼玉県秩父市黒谷１０８０                

ウエルシア所沢けやき台店 埼玉県所沢市けやき台２丁目３８－１           

ウエルシア所沢下安松店 埼玉県所沢市下安松９６３番地３             

ウエルシア飯能柳町店 埼玉県飯能市柳町１５－６                

ウエルシア飯能緑町店 埼玉県飯能市緑町２－６                 

ウエルシア加須店 埼玉県加須市大門町２０－５８加須カタクラパーク内 

ウエルシア加須久下店 埼玉県加須市久下３丁目４３５番地１９          

ウエルシア騎西根古屋店 埼玉県加須市根古屋６５１－７              

ウエルシア加須花崎店           埼玉県加須市花崎 1-17-5 

ウエルシア児玉薬局 埼玉県本庄市児玉町吉田林３８０－１           

ウエルシア本庄日の出薬局 埼玉県本庄市日の出４丁目８６８－１           

ウエルシア本庄西五十子店 埼玉県本庄市五十子２丁目５－５             

ウエルシア本庄万年寺店 埼玉県本庄市万年寺１丁目１１－３３           

ウエルシア本庄児玉南店 埼玉県本庄市児玉町児玉３０８番地３           

ウエルシア本庄朝日町店 埼玉県本庄市朝日町３丁目２３－７            

ウエルシア東松山砂田店 埼玉県東松山市砂田町１－５               

ウエルシア東松山六軒町店 埼玉県東松山市六軒町１８－８              

ウエルシア東松山ライフガーデン店 埼玉県東松山市あずま町４丁目８－３           
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ウエルシアビバモール東松山店 埼玉県東松山市神明町２丁目１１番６号          

ウエルシア春日部一ノ割薬局 埼玉県春日部市一ノ割１丁目１１－２０          

ウエルシア春日部豊春店 埼玉県春日部市上蛭田６４９               

ウエルシア春日部藤店 埼玉県春日部市藤塚２３７１－１ 

ウエルシア春日部八丁目店 埼玉県春日部市小渕１０７－４              

ウエルシア春日部緑町薬局 埼玉県春日部市緑町３丁目１－３７            

ウエルシア春日部谷原店 埼玉県春日部市谷原３丁目１８              

ウエルシア春日部一ノ割店 埼玉県春日部市一ノ割１丁目１２－１２          

ウエルシア春日部市立病院前店 埼玉県春日部市中央６丁目１番１５            

ウエルシア春日部武里店 埼玉県春日部市大畑５２４番地７             

ウエルシア春日部駅西口 2 号店 埼玉県春日部市中央１丁目４９番地１           

ウエルシア薬局春日部西口店 埼玉県春日部市中央１丁目７番地２０ １Ｆ        

ウエルシア狭山東三ツ木薬局 埼玉県狭山市東三ツ木１９７－１             

ウエルシア狭山北入曽店 埼玉県狭山市北入曽６８８－１              

ウエルシア狭山台店 埼玉県狭山市狭山台１丁目１３番地の４          

ウエルシア羽生下岩瀬店 埼玉県羽生市下岩瀬２９８番地              

ウエルシアイオンモール羽生店 埼玉県羽生市川崎２‐２８１‐３イオンモール羽生１Ｆ 

ウエルシア北鴻巣駅前店 埼玉県鴻巣市赤見台１丁目１１－２３           

ウエルシア鴻巣本町６丁目店 埼玉県鴻巣市本町 6-5-15 

ウエルシア花園店 埼玉県深谷市荒川４４０番地               

ウエルシア深谷中央店 埼玉県深谷市国済寺７２－１               

ウエルシア深谷上野台 2 号店 埼玉県深谷市上野台３１８５－２             

ウエルシア深谷上柴西店 埼玉県深谷市上柴町西３丁目１７－１６          

ウエルシア深谷小前田店 埼玉県深谷市小前田２６４０番地１            

ウエルシア深谷仲町店 埼玉県深谷市仲町７番１０号               

ウエルシア深谷東大沼店 埼玉県深谷市東大沼３０９                

ウエルシア深谷上野台店 埼玉県深谷市上野台２８７０－２             

ウエルシア上尾栄薬局 埼玉県上尾市栄町１－７                 

ウエルシア上尾本町店 埼玉県上尾市本町５丁目１０－２６            

ウエルシア上尾東薬局 埼玉県上尾市東町２丁目８－７              

ウエルシア上尾弁財店 埼玉県上尾市弁財２丁目４－１              

ウエルシア上尾柏座店 埼玉県上尾市柏座２丁目６－２              

ウエルシア上尾春日店 埼玉県上尾市春日１丁目４８－２             

ウエルシア上尾上店 埼玉県上尾市上８５－１                 

ウエルシア上尾大谷本郷店 埼玉県上尾市大谷本郷７３５番地３            

ウエルシア上尾原市店 埼玉県上尾市原市１番地１２               

ウエルシア草加薬局 埼玉県草加市草加２丁目８－８              

ウエルシア草加青柳店 埼玉県草加市青柳５丁目２２－２８            

ウエルシア草加金明店 埼玉県草加市金明町２２０－１              

ウエルシア草加原町店 埼玉県草加市原町３丁目１４               

ウエルシア草加瀬崎店 埼玉県草加市瀬崎３－３５－１０ 

ウエルシア草加松江店 埼玉県草加市松江１丁目２５－１             

ウエルシア草加稲荷町 5 丁目店 埼玉県草加市稲荷５丁目７番２０号            

ウエルシア草加柳島店 埼玉県草加市柳島町６４５番３              

ウエルシア草加花栗店 埼玉県草加市花栗４丁目９番５号             

ウエルシア草加松原店 埼玉県草加市栄町３丁目４－１１エスタシオン草加松原１階             

ウエルシアベルクス松原店 埼玉県草加市草加３丁目９－１３ベルクス草加松原店内             

ウエルシア谷塚店 埼玉県草加市谷塚町５８４－１              

ウエルシア草加手代店 埼玉県草加市手代町１０１１－１             

ウエルシア草加稲荷町店 埼玉県草加市稲荷３丁目５番２６号            

ウエルシア越谷大袋薬局 埼玉県越谷市袋山１４５３－３              
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ウエルシア越谷蒲生薬局 埼玉県越谷市南町１丁目１５－２７            

ウエルシア越谷東大沢店 埼玉県越谷市東大沢３丁目１３－７            

ウエルシア越谷大房店 埼玉県越谷市大房１１０８番地１             

ウエルシア東越谷三丁目店 埼玉県越谷市東越谷３丁目１６番１号           

ウエルシア越谷登戸店 埼玉県越谷市登戸町３２－３０              

ウエルシア越谷宮本店 埼玉県越谷市宮本町１丁目１７８             

ウエルシア蕨塚越店 埼玉県蕨市塚越５－６－３５ 

ウエルシア蕨北町店 埼玉県蕨市北町４丁目４－２５              

ウエルシア戸田新曽店 埼玉県戸田市新曽１８０３                

ウエルシア入間武蔵藤沢店 埼玉県入間市東藤沢３丁目４－５             

ウエルシア入間扇台店 埼玉県入間市扇台２丁目５－３５             

ウエルシア入間春日町店 埼玉県入間市春日町２丁目２－７             

ウエルシア入間野田店 埼玉県入間市野田 1503-1          

ウエルシア朝霞根岸台店 埼玉県朝霞市根岸台６丁目８－５７            

ウエルシア朝霞駅東口店 埼玉県朝霞市根岸台５丁目６－３７ 

ウエルシア和光丸山台店 埼玉県和光市丸山台２丁目１１－２１           

ウエルシア新座野火止店 埼玉県新座市野火止６丁目１６－１３           

ウエルシア新座市役所前店 埼玉県新座市野火止１丁目１４－１４           

ウエルシア新座野火止 2 号店 埼玉県新座市野火止七丁目８番７号 

ウエルシア桶川泉店 埼玉県桶川市泉１丁目８－６               

ウエルシア菖蒲店 埼玉県久喜市菖蒲町三箇５２９              

ウエルシアプラザ北本店 埼玉県北本市二ツ家４丁目８８－７            

ウエルシア北本中丸店 埼玉県北本市中丸２丁目３                

ウエルシア八潮大曽根店 埼玉県八潮市大曽根６８０番地              

ウエルシア富士見東みずほ台駅前店 埼玉県富士見市東みずほ台１丁目４－１          

ウエルシア富士見渡戸店 埼玉県富士見市渡戸１丁目１２番１９号          

ウエルシア富士見東みずほ台店 埼玉県富士見市東みずほ台１丁目１０－１１        

ウエルシア富士見鶴瀬東店 埼玉県富士見市鶴瀬東２丁目７－４３           

ウエルシア富士見鶴馬店 埼玉県富士見市鶴馬３丁目３２番２２号          

ウエルシア富士見鶴瀬駅西口店 埼玉県富士見市鶴馬２６１５番地２            

ウエルシア富士見上沢店          埼玉県富士見市上沢 1-19-33 

ウエルシア三郷早稲田店 埼玉県三郷市早稲田６丁目１０番地１０          

ウエルシア蓮田黒浜店 埼玉県蓮田市黒浜椿山２８１１              

ウエルシア坂戸浅羽野店 埼玉県坂戸市浅羽野１丁目２－１             

ウエルシア北坂戸店 埼玉県坂戸市芦山町１３－４               

ウエルシア坂戸柳町店 埼玉県坂戸市柳町４５－１７ 

ウエルシア坂戸南町店 埼玉県坂戸市南町５番１２号               

ウエルシア坂戸鶴舞厚川店 埼玉県坂戸市大字厚川５８番地４             

ウエルシア坂戸にっさい花みず木店 埼玉県坂戸市にっさい花みず木４丁目１８番地１           

ウエルシア坂戸薬師町店 埼玉県坂戸市薬師町２３７３－１             

ウエルシア坂戸若葉駅東口店 埼玉県坂戸市千代田３丁目１５番１号           

ウエルシア坂戸八幡店 埼玉県坂戸市八幡２丁目１番３３号            

ウエルシア坂戸塚越店 埼玉県坂戸市大字塚越 1437-3 

ウエルシア幸手東店 埼玉県幸手市東４丁目８－２               

ウエルシア鶴ヶ島藤金店 埼玉県鶴ヶ島市藤金８７８－５              

ウエルシア鶴ヶ島新町店 埼玉県鶴ヶ島市新町１丁目６番地２            

ウエルシア鶴ヶ島脚折店 埼玉県鶴ヶ島市脚折町５丁目８番２号           

ウエルシア日高高麗川店 埼玉県日高市高麗川３－１２－１５ 

ウエルシア日高高萩店 埼玉県日高市高萩大字高萩 2359-1 

ウエルシア吉川栄店 埼玉県吉川市栄町８４５－１               
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ウエルシアイオンタウン吉川美南ＡＮＮＥＸ店 
埼玉県吉川市美南３丁目１２番地イオンタウン吉川美南ＡＮＮ

ＥＸ             

ウエルシア大井町中央店 埼玉県ふじみ野市大井中央１丁目１６－１         

ウエルシアふじみ野亀久保店 埼玉県ふじみ野市亀久保４丁目９番２０号         

ウエルシア白岡店 埼玉県白岡市白岡１１４３－１              

ウエルシア毛呂本郷薬局 埼玉県入間郡毛呂山町毛呂本郷１４５８       

ウエルシア越生店 埼玉県入間郡越生町越生東２丁目６番地２             

ウエルシア三芳藤久保店          埼玉県入間郡三芳町藤久保 7225 

ウエルシア毛呂山川角店 埼玉県入間郡毛呂山町川角 90-1 

ウエルシア毛呂山平山店 埼玉県入間郡毛呂山町平山 1-41-7 

ウエルシア川島吹店 埼玉県比企郡川島町吹塚久保町７９８－３              

ウエルシア吉見店 埼玉県比企郡吉見町久保田１４１３         

ウエルシアときがわ玉川店 埼玉県比企郡ときがわ町玉川            

ウエルシア森林公園駅前店 埼玉県比企郡滑川町みなみ野 1-1-2                   

ウエルシア滑川つきのわ店 埼玉県比企郡滑川町月の輪七丁目２９番地１             

ウエルシア小川町店 埼玉県比企郡小川町大字小川４３６番地１ 

ウエルシア小川町 2 号店 埼玉県比企郡小川町小川下廣地１２２７       

ウエルシア小川腰越店 埼玉県比企郡小川町腰越４４７－１         

ウエルシア嵐山東口店 埼玉県比企郡嵐山町むさし台３丁目２７番１            

ウエルシア川島上伊草店 埼玉県比企郡川島町上伊草１６１２         

ウエルシア長瀞店 埼玉県秩父郡長瀞町長瀞３２９           

ウエルシア秩父小鹿野薬局 埼玉県秩父郡小鹿野町小鹿野１９７９        

ウエルシア秩父横瀬店 埼玉県秩父郡横瀬町横瀬４２７３－１        

ウエルシアイオン上里ＳＣ店 埼玉県児玉郡上里町金久保３５９－１ 

ウエルシア美里店 埼玉県児玉郡美里町古郡５０８－１         

ウエルシア寄居富田店 埼玉県大里郡寄居町富田３２５０－３        

ウエルシア伊奈栄店 埼玉県北足立郡伊奈町栄６丁目６０         

ウエルシア伊奈町役場前店 埼玉県北足立郡伊奈町小室９４７７番地       

ウエルシア杉戸倉松店 埼玉県北葛飾郡杉戸町倉松 1 丁目 3 番 1 号         

ウエルシア千葉大宮台店 千葉県千葉市若葉区大宮台１丁目１－１          

ウエルシア千葉園生店 千葉県千葉市稲毛区園生町８８０－１           

ウエルシア千葉東寺山店 千葉県千葉市若葉区東寺山町７９０－１          

ウエルシア千葉誉田店 千葉県千葉市緑区誉田町２丁目２４－５４７        

ウエルシア千葉桜木店 千葉県千葉市若葉区桜木４丁目１６－５          

ウエルシア千葉山王店 千葉県千葉市稲毛区山王町１３４－１           

ウエルシア千葉東寺山コープ店 千葉県千葉市若葉区東寺山町４２２－１          

ウエルシア千葉土気店 千葉県千葉市緑区あすみが丘東２丁目１９－３       

ウエルシア千葉小仲台店 千葉県千葉市稲毛区小仲台７丁目２０－７         

ウエルシア千葉都賀店 千葉県千葉市若葉区都賀３丁目２１－１０         

ウエルシア千葉宮野木台店 千葉県千葉市花見川区宮野木台３丁目１－１        

ウエルシア千葉長沼店 千葉県千葉市稲毛区長沼町１４６－１           

ウエルシア千葉おゆみ野店 千葉県千葉市緑区おゆみ野３丁目１番地          

ウエルシア花見川作新台店 千葉県千葉市花見川区作新台２丁目１－３         

ウエルシア千葉武石店 千葉県千葉市花見川区武石町２丁目６１６番地       

ウエルシア千葉高津戸店 千葉県千葉市緑区高津戸町８４番地１２          

ウエルシア千葉加曽利店 千葉県千葉市若葉区加曽利町９３７番地２         

ウエルシア千葉小倉町店 千葉県千葉市若葉区小倉町１７５４番地１         

ウエルシア千葉鶴沢店 千葉県千葉市中央区鶴沢町２番３号            

ウエルシア千葉宮野木 2 号店 千葉県千葉市稲毛区宮野木町１０９３番地１        

ウエルシア千葉さつきが丘店 千葉県千葉市花見川区さつきが丘１丁目 31 番地 3          

ウエルシアイオンタウン幕張西店      千葉県千葉市美浜区幕張西 4-2-12 イオンタウン幕張西 1F 
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ウエルシア千葉穴川店 千葉県千葉市稲毛区穴川 1-7-11 

ウエルシア南行徳店 千葉県市川市南行徳４丁目３－１７            

ウエルシア市原五井店 千葉県市原市五井５４９２－２              

ウエルシア市原牛久店 千葉県市原市牛久１０６６－１              

ウエルシア市川堀之内店 千葉県市川市堀之内３丁目２５－９            

ウエルシア市川東国分店 千葉県市川市東国分２丁目１－１             

ウエルシア市川国府台店 千葉県市川市国府台４丁目７－３             

ウエルシア市川妙典店 千葉県市川市妙典５丁目１３－５８            

ウエルシア市原国分寺台店 千葉県市原市南国分寺４－１－１             

ウエルシア市原青柳店 千葉県市原市青柳字若宮５４２－１            

ウエルシア市原光風台店 千葉県市原市光風台２丁目４７０             

ウエルシア市原能満店 千葉県市原市能満５－１ 

ウエルシア市原五井中央店 千葉県市原市五井中央東２丁目２６－３          

ウエルシア市原五所店 千葉県市原市五所１６６２番地１             

ウエルシア市原姉崎店 千葉県市原市姉崎 329          

ウエルシア南行徳駅前店 千葉県市川市相之川４丁目９－１０            

ウエルシア市原牛久店 千葉県市原市牛久 1078-1 

ウエルシア市原ちはら台店 千葉県市原市ちはら台東８丁目３番地１          

ウエルシア市原辰巳台店 千葉県市原市辰巳台西２丁目５              

ウエルシア銚子松岸店 千葉県銚子市松岸町３丁目２８５－１           

ウエルシア銚子笠上町店 千葉県銚子市笠上町６８７０番１             

ウエルシア船橋咲が丘薬局 千葉県船橋市咲が丘４丁目１－１             

ウエルシア船橋金杉薬局 千葉県船橋市金杉５丁目５－8           

ウエルシア習志野台 5 丁目店 千葉県船橋市習志野台５丁目４０－３６          

ウエルシア船橋田喜野井店 千葉県船橋市田喜野井６丁目２３－２           

ウエルシア船橋習志野台店 千葉県船橋市習志野台２丁目１４－１７          

ウエルシア船橋前原駅前店 千葉県船橋市前原西８丁目１－１             

ウエルシア船橋二子店 千葉県船橋市二子町５８５－１              

ウエルシア船橋新高根店 千葉県船橋市新高根６丁目１９－１９           

ウエルシア船橋夏見台店 千葉県船橋市夏見台４丁目５－１３            

ウエルシア船橋夏見店 千葉県船橋市夏見１－１７－２２ 

ウエルシア船橋藤原店 千葉県船橋市藤原７丁目３２番１号            

ウエルシア船橋行田店 千葉県船橋市行田 3-10-41          

ウエルシア館山八幡店 千葉県館山市八幡６０８－１               

ウエルシア館山安東店 千葉県館山市安東２２番地１               

ウエルシア木更津岩根店 千葉県木更津市高砂２丁目２９５３－１          

ウエルシア木更津高柳店 千葉県木更津市高柳２－３－２７             

ウエルシア木更津祇園店 千葉県木更津市祇園４丁目２７番１４号          

ウエルシア常盤平店 千葉県松戸市常盤平４丁目８－１９            

ウエルシア松戸元山薬局 千葉県松戸市五香南１丁目１－５             

ウエルシア松戸牧の原薬局 千葉県松戸市常盤平６丁目２８－７            

ウエルシア松戸高薬局 千葉県松戸市高塚新田２３２ 

ウエルシア松戸六高台店 千葉県松戸市六高台７丁目２０－１            

ウエルシア松戸五香店 千葉県松戸市五香４丁目２１－１             

ウエルシア松戸駅西口店 千葉県松戸市本町１９－１７松戸本町第１ビル１階               

ウエルシア松戸五香西店 千葉県松戸市五香西２丁目３７－１            

ウエルシア松戸高 2 号店 千葉県松戸市高塚新田２５１－１２ 

ウエルシア松戸駅東口店 千葉県松戸市松戸１１７７－１              

ウエルシア松戸樋野口店 千葉県松戸市樋野口９３２番地の１            

ウエルシアダイエー松戸西口店 千葉県松戸市根本４－２                 

ウエルシア馬橋駅西口店 千葉県松戸市西馬橋蔵元町６番地             
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ウエルシア松戸古ヶ崎店 千葉県松戸市古ヶ崎４丁目３５７９            

ウエルシア野田七光台店 千葉県野田市七光台４－２                

ウエルシア野田関宿店 千葉県野田市木間ヶ瀬６７５番地１            

ウエルシア茂原ライフガーデン店 千葉県茂原市六ツ野２７８５－１             

ウエルシア成田公津の杜店 千葉県成田市公津の杜３丁目２６－３           

ウエルシアイオンモール成田店 千葉県成田市ウイング土屋２４イオンモール成田２Ｆ              

ウエルシア佐倉志津薬局 千葉県佐倉市上志津１６０２－１             

ウエルシア佐倉染井野店 千葉県佐倉市染井野３丁目３９－１            

ウエルシアユーカリが丘店 千葉県佐倉市上座５８８－１９              

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丁目３－１３         

ウエルシア佐倉王子台店 千葉県佐倉市王子台４丁目１４－１            

ウエルシア佐倉鏑木店 千葉県佐倉市鏑木町仲田４０６－３            

ウエルシア佐倉寺崎店 千葉県佐倉市寺崎北１丁目７番地３            

ウエルシア佐倉西志津店 千葉県佐倉市西志津２－２２－４８ 

ウエルシア佐倉小竹店 千葉県佐倉市小竹 669-1         

ウエルシア東金押堀店 千葉県東金市押堀３３                  

ウエルシア習志野実籾店 千葉県習志野市東習志野３丁目１－２４          

ウエルシア柏名戸ヶ谷薬局 千葉県柏市名戸ヶ谷８５７－２              

ウエルシア沼南店 千葉県柏市大島田３０５－５               

ウエルシア南柏店 千葉県柏市豊四季８１６－１４              

ウエルシア柏酒井根店 千葉県柏市酒井根２丁目３７－５             

ウエルシア柏しいの木台店 千葉県柏市しいの木台２丁目１              

ウエルシア北柏店 千葉県柏市北柏４丁目３－１２              

ウエルシア南柏駅西口店 千葉県柏市南柏１－８－１６ 

ウエルシア柏の葉キャンパス店 千葉県柏市中十余二３９７番地１中央 182 街区 3             

ウエルシア柏中原店 千葉県柏市中原１８１４－１               

ウエルシア柏南増尾店 千葉県柏市南増尾８丁目３－３１             

ウエルシア流山薬局 千葉県流山市加１丁目１３－５              

ウエルシア流山野々下店 千葉県流山市野々下３丁目７５６－１           

ウエルシア流山西初石店 千葉県流山市西初石３丁目１２－５            

ウエルシア流山おおたかの森店 千葉県流山市西初石５丁目９９－３            

ウエルシア流山美原店 千葉県流山市美原３丁目９２－１             

ウエルシア流山向小金店 千葉県流山市向小金２丁目１８４－５           

ウエルシア流山西平井店 千葉県流山市西平井１丁目３１番１５号          

ウエルシア八千代台薬局 千葉県八千代市八千代台西９丁目１－１６         

ウエルシア勝田台薬局 千葉県八千代市勝田台２丁目１２－２           

ウエルシア八千代大和田店 千葉県八千代市大和田新田字庚塚３４４－１ 

ウエルシア八千代台東店 千葉県八千代市八千代台東２丁目７－１          

ウエルシア八千代緑が丘店 千葉県八千代市大和田新田１０３１－１          

ウエルシア八千代大和田 2 号店 千葉県八千代市大和田新田 446-47       

ウエルシア我孫子若松店 千葉県我孫子市若松１０２                

ウエルシア我孫子下ケ戸店 千葉県我孫子市下ヶ戸４７８－１             

ウエルシア我孫子新木駅前店 千葉県我孫子市南新木２丁目２－１            

ウエルシア鴨川広場店 千葉県鴨川市広場１０００番地１             

ウエルシア鎌ケ谷くぬぎ山店 千葉県鎌ケ谷市くぬぎ山３－１４－１４ 

ウエルシア鎌ケ谷初富店 千葉県鎌ヶ谷市南初富３丁目１４－２           

ウエルシア鎌ケ谷西佐津間店 千葉県鎌ヶ谷市西佐津間１丁目２４番３３号        

ウエルシア君津外箕輪店 千葉県君津市外箕輪４丁目１－２２            

ウエルシア君津西坂田店 千葉県君津市西坂田１丁目３－７号            

ウエルシア君津中島店 千葉県君津市中島２８５－３               

ウエルシア富津大貫店 千葉県富津市西大和田１３４０              
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ウエルシアライフガーデン新浦安店 千葉県浦安市富岡３丁目２－２              

ウエルシア浦安日の出店 千葉県浦安市日の出５丁目７番９号            

ウエルシア浦安駅前店 千葉県浦安市当代島１丁目１－２３            

ウエルシア四街道めいわ店 千葉県四街道市めいわ３丁目１－１            

ウエルシア四街道大日店 千葉県四街道市大日５４３－６              

ウエルシア四街道津の守店 千葉県四街道市四街道１５３１－６ 

ウエルシア四街道もねの里店 千葉県四街道市もねの里２丁目３７－１９         

ウエルシア四街道鹿渡店 千葉県四街道市鹿渡１１２１番地１            

ウエルシア四街道大日桜ケ丘店 千葉県四街道市大日５４－１１              

ウエルシア白井十余一店 千葉県白井市十余一一本桜５０－５            

ウエルシア白井冨士店 千葉県白井市冨士１２０－３               

ウエルシア西白井店 千葉県白井市清水口１丁目１－２６            

ウエルシア南房総千倉店 千葉県南房総市千倉町瀬戸２９８０－２１２        

ウエルシア南房総富浦店 千葉県南房総市富浦町原岡９５１－１ 

ウエルシア匝瑳八日市場店 千葉県匝瑳市八日市場イ７０１番地１           

ウエルシア香取小見川 2 号店 千葉県香取市小見川２２４３番地１            

ウエルシア香取小見川店 千葉県香取市分郷字龍生２－１              

ウエルシア香取佐原店 千葉県香取市佐原イ４２００               

ウエルシア香取牧野店 千葉県香取市牧野 60-1 

ウエルシア山武成東店 千葉県山武市成東北上宿下４９１－２           

ウエルシア大網白里店 千葉県大網白里市駒込４１５番地１            

ウエルシア成田三里店 千葉県山武郡芝山町岩山２２６４－８        

ウエルシア大多喜船子店 千葉県夷隅郡大多喜町船子８６５－１        

ウエルシア東庄新宿店 千葉県香取郡東庄町新宿１２１０番地１       

ウエルシア袖ケ浦横田店 千葉県袖ヶ浦市横田２６３２番１             

ウエルシア袖ケ浦奈良輪店 千葉県袖ヶ浦市奈良輪１４１６              

ウエルシア千代田御茶ノ水店 東京都千代田区外神田２丁目２番１５号          

ウエルシア千代田麹町店 東京都千代田区麹町３丁目４トラスティ麹町ビル１Ｆ               

ウエルシア神田小川町店 東京都千代田区神田小川町１丁目２番地          

ウエルシア神田小川町 2 号店 東京都千代田区神田小川町１丁目１番地          

ウエルシア秋葉原駅前店 東京都千代田区外神田１丁目１８番１９号 BiTO AKIBA 1 階         

ウエルシアＯｔｅｍａｃｈｉＯｎｅ 
東京都千代田区大手町１丁目２番１号 Otemachi One 地下 1 階

B103・B104           

ウエルシア薬局日本橋 1 号店 東京都中央区日本橋 2 丁目 1-10 柳屋ビル 1 階                

ウエルシア東京スクエアガーデン店 東京都中央区京橋３丁目１－１              

ウエルシア薬局日本橋駅前店 東京都中央区日本橋２丁目１番１０号 柳屋ビル地下２階           

ウエルシア麻布十番店 東京都港区麻布十番２丁目９－２             

ウエルシア南麻布店 東京都港区南麻布 5-1-11 1F          

ウエルシア田町グランパーク店 東京都 港区 芝浦 3-4-1 グランパーク B1F 

ウエルシア新宿目白店 東京都新宿区下落合３丁目１２－２８           

ウエルシア都庁第 1 庁舎店 東京都新宿区西新宿２丁目８－１東京都庁第一本庁舎３２階             

ウエルシア都庁第 2 庁舎店 東京都新宿区西新宿２丁目８－１東京都庁第二本庁舎４階             

ウエルシア新宿牛込店 東京都新宿区北山伏町１番２号              

ウエルシアＯ－ＧＵＡＲＤ新宿店 東京都新宿区西新宿７丁目１０番１号           

ウエルシア新宿大久保一丁目店 東京都新宿区大久保１丁目３番２１号           

ウエルシア西新宿三井ビル店 東京都新宿区西新宿６丁目２４番１号 １Ｆ        

ウエルシア文京グリーンコート店 東京都文京区本駒込２丁目２８－１０イーストウイングＢ１Ｆ           

ウエルシア文京根津店 東京都文京区根津１丁目３－５山岸ビル１・２Ｆ              

ウエルシア文京千駄木店 東京都文京区千駄木４丁目１－２１アレックス千駄木            

ウエルシア茗荷谷駅前店 東京都文京区小日向４丁目６－１８アマーレ茗荷谷１・２Ｆ            

ウエルシア台東入谷店 東京都台東区入谷１丁目５－４メゾンアワジ１・２Ｆ              
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ウエルシア墨田八広店 東京都墨田区八広１丁目３０番１０号           

ウエルシアダイエー東大島店 東京都江東区大島７丁目３８－３０            

ウエルシア江東平野店 東京都江東区平野３丁目７番１９号            

ウエルシア目黒上大崎店 東京都品川区上大崎２丁目１３－３２富田ビル           

ウエルシア目黒上大崎 2 号店 東京都品川区上大崎２丁目１３－３５Ｋ１ビル１Ｆ           

ウエルシア自由が丘店 東京都目黒区自由が丘２丁目９－５ 大坪ビル       

ウエルシア上目黒 2 丁目店 東京都目黒区上目黒２丁目４２－８ホーライコーポ            

ウエルシア目黒青葉台店 
東京都目黒区青葉台１丁目２９番６号ライオンズマンション中

目黒 1 階           

ウエルシア大田萩中店 東京都大田区萩中１丁目７－１              

ウエルシア大田西六郷店 東京都大田区西六郷４丁目３６－８            

ウエルシア大田上池台店 東京都大田区上池台４丁目２１番７号           

ウエルシア大田大森西店 東京都大田区大森西５丁目２５番２１号          

ウエルシア久が原駅前店 東京都大田区東嶺町３０番１２号久が原ビル１階             

ウエルシア大田萩中 2 号店 東京都大田区萩中 3-14-20          

ウエルシア世田谷砧店 
東京都世田谷区砧２－１４－３０サミットストア環八通り店２

Ｆ 

ウエルシア世田谷下北沢店 東京都世田谷区北沢２丁目２６－８コニーＧＲビル            

ウエルシア世田谷千歳台店 東京都世田谷区千歳台５丁目１６－１８          

ウエルシア世田谷千歳台二丁目店 東京都世田谷区千歳台２丁目１４番８号          

ウエルシア代官山ディセ店 東京都渋谷区代官山町１７－６代官山アドレス・ディセ１Ｆ              

ウエルシアマンサード代官山店 東京都渋谷区猿楽町１０番１号マンサード代官山１階              

ウエルシア代々木三丁目店 東京都渋谷区代々木３丁目３７番５号           

ウエルシア中野富士見町駅前店 東京都中野区弥生町５丁目２６－９            

ウエルシア中野さぎの宮店 東京都中野区鷺宮３丁目１９－３和光ビル１・２Ｆ             

ウエルシア新中野駅前店 東京都中野区中央３丁目３４－３メイヒル新中野１・B１F             

ウエルシア中野都立家政店 東京都中野区鷺宮１丁目２８－９モンフレール１Ｆ             

ウエルシア中野都立家政 2 号店 東京都中野区鷺宮１丁目２８－７フラッツ１Ｆ             

ウエルシア中野新橋店 東京都中野区弥生町２丁目４－９ツナシマ第三ビル 1Ｆ・Ｂ1             

ウエルシア西永福店 東京都杉並区永福３丁目５５－４ 戸谷ビル        

ウエルシア永福店 東京都杉並区永福４丁目１－４              

ウエルシア杉並松ノ木店 東京都杉並区松ノ木２丁目４１－７            

ウエルシア杉並阿佐谷南店 東京都杉並区阿佐谷南２丁目４１番１号          

ウエルシア池袋店 
東京都豊島区南池袋１丁目２８－２ＪＲ東日本池袋駅構内Ｂ１

Ｆ            

ウエルシア池袋 2 丁目店 東京都豊島区池袋２丁目５３－１ 小林ビル        

ウエルシア豊島東長崎店 東京都豊島区南長崎５丁目３２－７            

ウエルシア浮間店 東京都北区浮間２丁目１２－２４             

ウエルシア赤羽台店 東京都北区赤羽台１丁目５－１８             

ウエルシア王子駅北本通り店 東京都北区王子１丁目１４－３ドラゴンビル１・２・３Ｆ              

ウエルシア王子駅前店 東京都北区王子１丁目９－１５リバティ王子駅前ビル１・２Ｆ              

ウエルシア田端 2 丁目店 東京都北区田端２丁目３－１２サントル動坂１Ｆ              

ウエルシア薬局西が丘店          東京都北区西が丘 1-5-11 

ウエルシア荒川西日暮里店 東京都荒川区西日暮里５丁目２４－７ 冠ビル       

ウエルシア荒川開成学園前店 東京都荒川区西日暮里３丁目６－１０佐々木ビル１・２Ｆ           

ウエルシア荒川町屋店 東京都荒川区荒川６丁目６－１ウエストヒル町屋              

ウエルシア三ノ輪橋駅前店 東京都荒川区南千住１丁目１３－１三ノ輪橋駅前ビル            

ウエルシア荒川西尾久店 東京都荒川区西尾久８丁目３２－５            

ウエルシア板橋志村店 東京都板橋区志村１丁目３－１              

ウエルシア板橋下板橋店 東京都板橋区板橋１丁目６－５ヒルサイドビル              

ウエルシア板橋徳丸店 東京都板橋区徳丸６丁目３－２              
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ウエルシア板橋新高島平店 東京都板橋区高島平７丁目１３－４            

ウエルシア板橋浮間船渡店 東京都板橋区舟渡１丁目１３－２３レジデンスＢＳ            

ウエルシア板橋四葉店 東京都板橋区四葉２丁目１０－１             

ウエルシア板橋新板橋店 東京都板橋区板橋１丁目１６－８             

ウエルシア板橋赤塚店 東京都板橋区赤塚６－１－２６ 

ウエルシア江古田駅前店 東京都練馬区栄町２９－１ 青山堂ビル１Ｆ        

ウエルシア練馬南大泉店 東京都練馬区南大泉５丁目２０－２８           

ウエルシア練馬上石神井店 東京都練馬区上石神井１丁目５－１０コンフォートビル           

ウエルシア練馬下石神井店 東京都練馬区下石神井５丁目１６－１３          

ウエルシア練馬東大泉店 東京都練馬区東大泉６丁目４９－２グランフォンテ大泉学園            

ウエルシア練馬三原台店 東京都練馬区三原台３丁目８－３メゾンド下屋敷             

ウエルシア練馬豊玉店 
東京都練馬区豊玉北６丁目１－２ディアマークスキャピタルタ

ワー             

ウエルシア練馬早宮店 東京都練馬区早宮４丁目３７－２             

ウエルシア氷川台駅前店 東京都練馬区氷川台３丁目３７－８            

ウエルシア豊玉目白通り店 東京都練馬区豊玉北５丁目２４－２            

ウエルシア練馬石神井店 東京都練馬区石神井町６丁目１５－８           

ウエルシア練馬高松店 東京都練馬区高松６丁目９－４              

ウエルシア練馬向山店 東京都練馬区向山４丁目３４－３             

ウエルシア練馬桜台店 東京都練馬区桜台１丁目２８－８             

ウエルシア練馬谷原店 東京都練馬区谷原５丁目４番２号             

ウエルシア練馬平和台店 
東京都練馬区平和台４丁目２６－８ザ・グランディール平和台

Ⅰ1 階            

ウエルシア足立青井店 東京都足立区青井２丁目２０－１４            

ウエルシア足立南花畑店 東京都足立区南花畑２丁目４５－２            

ウエルシア足立加賀店 東京都足立区加賀２丁目１０－１             

ウエルシア足立江北店 東京都足立区江北１丁目７－１５             

ウエルシア足立島根店 東京都足立区島根３丁目２０－１７            

ウエルシア足立弘道店 東京都足立区弘道２丁目１８－７             

ウエルシア足立加平店 東京都足立区加平３丁目４－１６             

ウエルシア足立竹の塚店 東京都足立区竹ノ塚５－２４－１１ 

ウエルシア足立西新井店 東京都足立区西新井４丁目３２－１４           

ウエルシア竹の 1 丁目店 東京都足立区竹ノ塚１－１３－１０ 

ウエルシア足立新田店 東京都足立区新田２丁目６番１５号            

ウエルシア葛飾亀有店 東京都葛飾区亀有２丁目１６－１             

ウエルシア葛飾奥戸店 東京都葛飾区奥戸５丁目５－１              

ウエルシア葛飾立石店 東京都葛飾区立石５丁目７－１９             

ウエルシア葛飾水元店 東京都葛飾区水元４丁目１０番２３号           

ウエルシア葛飾東立石店 東京都葛飾区東立石１丁目１２番９号           

ウエルシア亀有駅前店 東京都葛飾区亀有３丁目３１番４号 １階         

ウエルシア江戸川葛西薬局 東京都江戸川区船堀７丁目１０－８            

ウエルシア江戸川松本店 東京都江戸川区松本１丁目１６－２１           

ウエルシア江戸川中葛西店 東京都江戸川区中葛西６丁目８－１１           

ウエルシア江戸川鹿骨店 東京都江戸川区鹿骨４丁目２－９             

ウエルシア江戸川本一色店 東京都江戸川区本一色３丁目７－２            

ウエルシア江戸川篠崎店 東京都江戸川区篠崎町２丁目２５－１３          

ウエルシア江戸川瑞江駅前店 東京都江戸川区南篠崎町３丁目１－３           

ウエルシア江戸川西葛西店 東京都江戸川区西葛西５丁目２－１０牧山ビル           

ウエルシア江戸川東瑞江店 東京都江戸川区東瑞江１丁目１９－２           

ウエルシア江戸川一之江店 東京都江戸川区一之江７丁目７３－５           

ウエルシア小岩駅南口店 東京都江戸川区南小岩 6-30-10 1F 
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ウエルシア楢原コピオ店 東京都八王子市楢原町１８１８－１５コピオ楢原内 

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            

ウエルシア八王子川口店 東京都八王子市川口町１７４５－３            

ウエルシア八王子椚田店 東京都八王子市椚田町７２－１              

ウエルシア八王子弐分方店 東京都八王子市弐分方町４８１－４            

ウエルシア八王子諏訪店 東京都八王子市諏訪町４９９               

ウエルシア八王子東中野店 東京都八王子市東中野２７９－２             

ウエルシア八王子七国店 東京都八王子市七国５丁目２８番１号           

ウエルシア八王子東町店 東京都八王子市東町７－６ １Ｆ             

ウエルシア八王子みなみ野店 東京都八王子市みなみ野５丁目１５番５号         

ウエルシア立川若葉店 東京都立川市若葉町３丁目２１              

ウエルシア立川柏町店 東京都立川市柏町１丁目２０－２２            

ウエルシア立川栄町店 東京都立川市栄町５丁目６２番地の１           

ウエルシア西立川駅南口店 東京都立川市富士見町 1-35-13 1F 

ウエルシア三鷹店 東京都三鷹市下連雀５丁目１－８             

ウエルシア三鷹野崎店 東京都三鷹市野崎１丁目１６－５             

ウエルシア三鷹下連雀店 東京都三鷹市下連雀３丁目３０－８            

ウエルシア青梅新町店 東京都青梅市新町３丁目６９－４             

ウエルシアラーレ青梅新町店 東京都青梅市新町９丁目２０１６－１４          

ウエルシア青梅今寺店 東京都青梅市今寺５丁目１３－１             

ウエルシア府中是政店 東京都府中市是政２丁目４－２              

ウエルシア府中天神店 東京都府中市天神町３丁目１２－６            

ウエルシア府中白糸台店 東京都府中市白糸台３丁目３７番地１２          

ウエルシア府中町 2 丁目店 東京都府中市府中町２丁目９－５             

ウエルシア昭島朝日町店 東京都昭島市朝日町２丁目３番１９号           

ウエルシアつくし野駅前店 東京都町田市つくし野２丁目２５－３           

ウエルシア町田本町田店 東京都町田市本町田３１７３－１             

ウエルシア町田小山町店 東京都町田市小山町５－３                

ウエルシア町田木曽店 東京都町田市本町田２５０７－７食品の店おおた店内 

ウエルシア町田滝の沢店 東京都町田市木曽町１２０－１              

ウエルシア町田境川店 東京都町田市木曽東２丁目１０－１            

ウエルシア町田相原店 東京都町田市相原町３３３６番地１            

ウエルシア小平小川東店 東京都小平市小川東町１丁目６－２０           

イオンフードスタイル小平店 東京都小平市小川東町２丁目１２－１           

ウエルシア小平学園西町店 東京都小平市学園西町３丁目２６番２２号         

ウエルシア小平上水本町店 東京都小平市上水本町３丁目５番１０号          

ウエルシア京王高幡ＳＣ店 
東京都日野市高幡１２８－５京王高幡ショッピングセンター２

Ｆ 

ウエルシア日野万願寺店 東京都日野市万願寺２丁目２５－５            

ウエルシア日野仲宿店 東京都日野市日野本町２丁目１６－２８          

ウエルシア日野落川店 東京都日野市落川９９７－１               

ウエルシア日野栄町店 東京都日野市栄町４丁目２２番地の１           

ウエルシア日野甲州街道店 東京都日野市日野 1479-1          

ウエルシア東村山久米川店 東京都東村山市久米川町４丁目３－３９          

ウエルシア東村山野口店 東京都東村山市野口町１丁目２６－３７          

ウエルシア新秋津駅前店 東京都東村山市秋津町５丁目１３－９５          

ウエルシア東村山久米川２丁目店      東京都東村山市久米川町 2-37-2 

ウエルシア国分寺駅北口店 東京都国分寺市本町２丁目２番１号            

ウエルシア国立富士見台店 東京都国立市富士見台２丁目３０－２           

ウエルシア薬局国立谷保店         東京都 国立市 谷保 5213-1 津戸ビル 1F 

ウエルシア東福生店 東京都福生市武蔵野台１丁目８－１０           
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ウエルシア福生北田園店 東京都福生市北田園２丁目１８－５            

ウエルシア東大和向原店 東京都東大和市向原３丁目１－１             

ウエルシア東大和立野店 東京都東大和市立野３丁目１１４９－２          

ウエルシア清瀬中里店 東京都清瀬市中里３丁目８９５－１            

ウエルシア東久留米ＳＣクルネ店 
東京都東久留米市野火止１－３東久留米ショッピングセンター

クルネ１Ｆ 

ウエルシア東久留米本町店 東京都東久留米市本町１丁目４－３３           

ウエルシア東久留米滝山店 東京都東久留米市滝山１丁目８－２０           

ウエルシア東久留米八幡町店 東京都東久留米市八幡町 3-14-6          

ウエルシアダイエー武蔵村山店 東京都武蔵村山市伊奈平３丁目３６－１          

ウエルシア南多摩駅前店 東京都稲城市大丸１００７番地の２            

ウエルシア稲城若葉台ＡＰ店 東京都稲城市若葉台１丁目５５番地            

ウエルシア稲城長沼駅店 東京都稲城市東長沼５５６                

ウエルシア田無駅前店 東京都西東京市田無町４丁目２－１１指田ビル１Ｆ 

ウエルシア藤が丘店 神奈川県横浜市青葉区藤が丘１丁目３６－１アポラン藤が丘内         

ウエルシア横浜大豆戸店 神奈川県横浜市港北区大豆戸町９８０－１          

ウエルシア横浜綱島東店 神奈川県横浜市港北区綱島東４丁目８－３７         

ウエルシア戸塚舞岡店 神奈川県横浜市戸塚区舞岡町３６０５ 

ウエルシア瀬谷三ツ境店 神奈川県横浜市瀬谷区二ツ橋町２０５番地          

ウエルシア横浜長者町店 神奈川県横浜市中区長者町３丁目８番地１          

ウエルシア瀬谷阿久和西店 神奈川県横浜市瀬谷区阿久和西４丁目１番地６        

ウエルシア瀬谷本郷店 神奈川県横浜市瀬谷区本郷 4-33-1         

ウエルシアダイエー横浜十日市場店 神奈川県横浜市緑区十日市場町 818-2 ダイエー十日市場 2F 

ウエルシア川崎平間店 神奈川県川崎市中原区北谷町５７番地５           

ウエルシア二子新地店 神奈川県川崎市高津区諏訪１丁目１２番１号         

ウエルシアロビーファイブ相模大野店 神奈川県相模原市南区相模大野４丁目５－１         

ウエルシア橋本 5 丁目店 神奈川県相模原市緑区橋本５丁目１４－４          

ウエルシア相模原星が丘２丁目店 神奈川県相模原市中央区星が丘２丁目１－１         

ウエルシア相模大野店 神奈川県相模原市南区相模大野７丁目８－１４        

ウエルシア相模原清新店 神奈川県相模原市中央区清新８丁目３－１          

ウエルシア相模原清新 7 丁目店 神奈川県相模原市中央区清新７丁目６－１７         

ウエルシア相模原星ヶ丘店 神奈川県相模原市中央区星が丘３－５－１ 

ウエルシア相模原清新 6 丁目店 神奈川県相模原市中央区清新６丁目１番２０号        

ウエルシア相模原東淵野辺店 神奈川県相模原市中央区東淵野辺 5-14-9 1 階          

ウエルシア相模原田名店 神奈川県相模原市中央区田名４７５７            

ウエルシア相模原古淵店 神奈川県相模原市南区古淵二丁目 15 番 5 号 1F 

ウエルシア平塚河内店 神奈川県平塚市河内１２７－１ 

ウエルシア平塚真田店 神奈川県平塚市真田３－１６－２ 

ウエルシア平塚八重咲店 神奈川県平塚市八重咲町４番１５号 

ウエルシア平塚四之宮店 神奈川県平塚市四之宮５丁目２５番３８号          

ウエルシア平塚南金目店 神奈川県平塚市南金目９３１番地              

ウエルシア藤沢善行店 神奈川県藤沢市善行３丁目１３－３             

ウエルシア本藤沢店 神奈川県藤沢市本藤沢２丁目１４－９            

ウエルシアダイエー藤沢店 神奈川県藤沢市藤沢５２０                 

ウエルシア藤沢市民病院前店 神奈川県藤沢市藤沢２丁目２－２８             

ウエルシア六会日大前駅東口店 神奈川県藤沢市亀井野１丁目９－１１            

ウエルシア藤沢石川店 神奈川県藤沢市石川６丁目２１番地の３           

ウエルシア藤沢用田店 神奈川県藤沢市用田５９９番地の１             

ウエルシア藤沢柄沢店 神奈川県藤沢市柄沢５８９－３４              

ウエルシア小田原堀之内店 神奈川県小田原市堀之内２２２－１             

ウエルシア小田原寿町店 神奈川県小田原市寿町１丁目２－２８            
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ウエルシア小田原栢山店 神奈川県小田原市栢山３４４－２              

ウエルシア小田原中町店 神奈川県小田原市中町３丁目４－２８            

ウエルシア小田原国府津店 神奈川県小田原市国府津２９００－１            

ウエルシア小田原南鴨宮店 神奈川県小田原市南鴨宮３丁目２０－１０          

ウエルシア逗子葉山駅前店 神奈川県逗子市逗子５丁目１－６              

ウエルシア秦野平沢店 神奈川県秦野市平沢５６０－１               

ウエルシア秦野尾尻店 神奈川県秦野市尾尻５７３番地の１             

ウエルシア秦野今川町店 神奈川県秦野市今川町 1-6 1F 

ウエルシア厚木中町店 神奈川県厚木市中町２丁目８－１２ 喜久屋ビル１Ｆ             

ウエルシア大和中央林間店 神奈川県大和市下鶴間１５９９－２             

ウエルシア大和南店 神奈川県大和市大和南１丁目１２－１６           

ウエルシア相模大駅前店 神奈川県大和市桜森３丁目１番１号             

ウエルシア伊勢原市役所前店 神奈川県伊勢原市田中３１１－１              

ウエルシア海老名東柏ヶ谷店 神奈川県海老名市東柏ヶ谷１丁目２９番３１号        

ウエルシア座間ひばりが丘店 神奈川県座間市ひばりが丘４丁目９－３           

ウエルシア座間入谷店 神奈川県座間市入谷５丁目１９８１－１           

ウエルシア南足柄店 神奈川県南足柄市関本７４９－１              

ウエルシア大井松田店 神奈川県足柄上郡大井町金手８番地２        

ウエルシア湯河原店 神奈川県足柄下郡湯河原町土肥５丁目８－２        

ウエルシア大井松田インター店 神奈川県足柄上郡大井町金子３４３         

ウエルシア開成牛島店 神奈川県足柄上郡開成町みなみ１丁目５－８           

ウエルシア寒川大曲店 神奈川県高座郡寒川町大曲３－１－１２       

中部地方

ウエルシア亀田店 新潟県新潟市江南区亀田四ツ興野３丁目２－３３          

ウエルシア青山店 新潟県新潟市西区東青山１丁目２５－２          

ウエルシア新潟小新店 新潟県新潟市西区小新４丁目１０６－１          

ウエルシア新潟新和店 新潟県新潟市中央区新和１丁目６６－１          

ウエルシア巻店 新潟県新潟市西蒲区巻甲４７７７－１           

ウエルシア新潟さつき野店 新潟県新潟市秋葉区さつき野１丁目１－３６        

ウエルシア新潟大学前店 新潟県新潟市西区坂井７４６－１             

ウエルシア新潟横七番町店 新潟県新潟市中央区元下島町４６２５－１         

ウエルシア新潟亀貝店 新潟県新潟市西区亀貝１２３４－１            

ウエルシア新潟上木戸店 新潟県新潟市東区上木戸１丁目１２－５          

ウエルシア新潟秋葉通店 新潟県新潟市東区秋葉通３丁目１２番地２         

ウエルシア新潟亀田駅前店 新潟県新潟市江南区旭２丁目１番７号           

ウエルシア新潟白根店 新潟県新潟市南区能登４２５番地１            

ウエルシア新潟西内野店 新潟県新潟市西区内野西が丘３－２０－７ 

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丁目２番４６号         

ウエルシア新潟太夫浜店 新潟県新潟市北区太夫浜１６３９番地５          

ウエルシア新潟南出来島店 新潟県新潟市中央区南出来島２丁目５番２０号       

ウエルシア新潟鳥原店 新潟県新潟市西区鳥原２３２３番地１           

ウエルシア新潟東中野山店 新潟県新潟市東区東中野山１丁目２番９号         

ウエルシア新潟荻川店 新潟県新潟市秋葉区あおば通１丁目６番１７号       

ウエルシア新潟中山店 新潟県新潟市東区中山６丁目２１番２３号         

ウエルシア新潟寺尾店 新潟県新潟市西区寺尾上６丁目１番６号          

ウエルシア新潟横越店 新潟県新潟市江南区茜ケ丘 2-13        

ウエルシア新潟上所中店          新潟県新潟市中央区上所中 1-11-23 

ウエルシア新潟弁天橋通店 新潟県新潟市中央区弁天橋通 3-4-13 

ウエルシア新潟新津東町店 新潟県新潟市秋葉区新津東町 3-8-25 

ウエルシア新潟新津店 新潟県新潟市秋葉区新津 4508 

ウエルシア長岡笹崎店 新潟県長岡市笹崎２丁目５－１０             
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ウエルシア長岡宮関店 新潟県長岡市宮関３丁目１－３              

ウエルシ長岡古正寺店 新潟県長岡市古正寺３丁目１１０             

ウエルシア新潟栃尾店 新潟県長岡市新栄町２丁目１－１             

ウエルシアリップス旭岡店 新潟県長岡市上条町４５３番地１             

ウエルシア長岡中島店 新潟県長岡市中島７丁目２番５号             

ウエルシア長岡稲葉町店 新潟県長岡市稲葉町７６６番地４             

ウエルシア長岡西津町店 新潟県長岡市西津町３８６９番地１            

ウエルシア長岡泉店 新潟県長岡市泉１丁目１０番１３号            

ウエルシア長岡関原店 新潟県長岡市上除町西２丁目７番地            

ウエルシア新潟三条薬局 新潟県三条市西裏館２丁目１１－１９           

ウエルシア三条保内店 新潟県三条市下保内１０５０－１             

ウエルシア三条新保店 新潟県三条市新保三百刈１４７－１            

ウエルシア三条東本成寺店 新潟県三条市東本成寺 21-28          

ウエルシア柏崎米山台店 新潟県柏崎市米山台３丁目９－４８            

ウエルシア柏崎上田尻店 新潟県柏崎市上田尻１０４３               

ウエルシア柏崎錦町店 新潟県柏崎市錦町１－８                 

ウエルシア新発田本町店 新潟県新発田市本町３丁目２－６             

ウエルシア新発田加治店 新潟県新発田市上館４８３番地              

ウエルシア小千谷若葉店 新潟県小千谷市若葉２丁目１番地             

ウエルシア十日町住吉店 新潟県十日町市高田町四丁目１５６番地２ 

ウエルシア十日町下川原町店 新潟県十日町市寅乙２３５番地２             

ウエルシア十日町本町店 新潟県十日町市本町東 1 丁目上 617         

ウエルシア見附上新田店 新潟県見附市上新田町８１９番地             

ウエルシア新潟村上山辺里店 新潟県村上市山辺里２１０４               

ウエルシア燕店 新潟県燕市井土巻２丁目６２－１             

ウエルシア糸魚川寺島店 新潟県糸魚川市寺島３丁目６番１号            

ウエルシア妙高栗原店 新潟県妙高市栗原２丁目５－１０             

ウエルシア五泉店 新潟県五泉市東本町２丁目６－６             

ウエルシア五泉村松店 新潟県五泉市村松１２３４番地４             

ウエルシア上越大潟店 新潟県上越市大潟区下小船津浜１１６５－１６       

ウエルシア上越今泉店 新潟県上越市今泉１３１０－２－１            

ウエルシア上越本町店 新潟県上越市本町４丁目４－８              

ウエルシア上越下門前店 新潟県上越市下門前１６５３               

ウエルシア新潟水原店 新潟県阿賀野市中島町１２５８－７            

ウエルシア佐渡佐和田店 新潟県佐渡市泉１３１０                 

ウエルシア佐渡新穂店 新潟県佐渡市新穂大野１８７７－１ 

ウエルシア佐度両津店 新潟県佐渡市加茂歌代字境４０８ 

ウエルシア佐渡羽茂店 新潟県佐渡市羽茂本郷４０５番地１            

ウエルシア新潟小出店 新潟県魚沼市井口新田１００３－６            

ウエルシア新潟小出東店 新潟県魚沼市井口新田８４０－１             

ウエルシア南魚沼六日町店 新潟県南魚沼市川窪１００１－１             

ウエルシア南魚沼塩沢店 新潟県南魚沼市塩沢７７５－３              

ウエルシア南魚沼浦佐店 新潟県南魚沼市浦佐４００１番地             

ウエルシア新潟中条店 新潟県胎内市大川町１４－３１              

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                  

ウエルシア富山上飯野店 富山県富山市上飯野字道下２－７             

ウエルシア富山呉羽店 富山県富山市茶屋町６１４－１２             

ウエルシア富山奥田店 富山県富山市奥田町３５－１               

ウエルシア富山天正寺店 富山県富山市天正寺１１０５               

ウエルシア富山婦中店 富山県富山市婦中町速星８５１－１            

ウエルシア富山大泉店 富山県富山市大泉町２丁目２－１             



 

〒105-6920 東京都港区虎ノ門 4 丁目 1番 1号 

アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド（日本支社） 

ウエルシア富山豊田店 富山県富山市豊若町３丁目５－１０            

ウエルシア富山五福店 富山県富山市五福５３８５－３              

ウエルシア富山栄町店 富山県富山市栄町３丁目２－２９             

ウエルシア富山岩瀬店 富山県富山市西宮１０１                 

ウエルシア富山赤田店 富山県富山市赤田７９０番地１              

ウエルシア富山水橋店 富山県富山市水橋舘町字経田５６９番１          

ウエルシア富山下大久保店 富山県富山市下大久保１０６５番地１           

ウエルシア富山八尾店 富山県富山市八尾町井田５５４９             

ウエルシア富山本郷店 富山県富山市本郷町４９番地１              

ウエルシア富山中川原店 富山県富山市中川原３８０番地１             

ウエルシア高岡昭和町店 富山県高岡市昭和町１丁目２－６             

ウエルシア高岡井口本江店 富山県高岡市井口本江字湯浦８７６－２          

ウエルシア高岡佐野店 富山県高岡市佐野１１８９－１              

ウエルシア高岡戸出店 富山県高岡市戸出町４丁目１１番５号           

ウエルシア高岡京田店 富山県高岡市京田６２４－２               

ウエルシア高岡姫野店 富山県高岡市姫野竹倉５１６番１             

ウエルシア高岡江尻店 富山県高岡市江尻字村前３９－６             

ウエルシア高岡四屋店 富山県高岡市上四屋 4-19 

ウエルシア魚津吉島西店 富山県魚津市吉島 1300 

ウエルシア魚津住吉店 富山県魚津市住吉 587-1 1 階         

ウエルシア魚津上村木店 富山県魚津市上村木 2-9-22 

ウエルシア氷見諏訪野店 富山県氷見市諏訪野９－１５               

ウエルシア氷見窪店 富山県氷見市窪５４３番地１               

ウエルシア滑川吾妻店 富山県滑川市吾妻町５１１                

ウエルシア黒部荻生店 富山県黒部市荻生１６６０番地              

ウエルシア黒部三日市店 富山県黒部市三日市１２７２番地１            

ウエルシア黒部生地店 富山県黒部市生地中区２１７番地１            

ウエルシア砺波豊町店 富山県砺波市豊町２丁目１７－２             

ウエルシア砺波中神南店 富山県砺波市永福町５番５号               

ウエルシア砺波十年明店 富山県砺波市十年明８４番地               

ウエルシア小矢部石動駅店 富山県小矢部市石動町 17-21 

ウエルシア南砺福野店 富山県南砺市やかた４１４番地              

ウエルシア射水大島店 富山県射水市中野７０３－２               

ウエルシア射水小杉店 富山県射水市戸破字若宮３０８７             

ウエルシア射水本開発店 富山県射水市本開発字代官免１３０－８          

ウエルシアかみいち総合病院前店 富山県中新川郡上市町横法音寺１３番３       

ウエルシア富山立山店 富山県中新川郡立山町前沢２５９０番５       

ウエルシア金沢有松店 石川県金沢市有松４丁目１３番１３号           

ウエルシア金沢三池店 石川県金沢市三池栄町３１２               

ウエルシア金沢大桑店 石川県金沢市大桑２丁目４７               

ウエルシア金沢木曳野店 石川県金沢市木曳野４丁目２２３番地           

ウエルシア金沢直江店 石川県金沢市直江南１丁目４４番地 

ウエルシア金沢出雲町店 石川県金沢市出雲町イ２２２番              

ウエルシア金沢四十万店 石川県金沢市四十万４丁目２２８番地           

ウエルシア金沢新保本店 石川県金沢市新保本３丁目１５２番地１          

ウエルシア金沢額新保店 石川県金沢市額新保３丁目１８８             

ウエルシア金沢末町店 石川県金沢市末町 16-12-1         

ウエルシア七尾和倉店 石川県七尾市石崎町夕１６－１              

ウエルシア小松向本折店 石川県小松市向本折町午１０７番地１           

ウエルシア珠洲野々江店 石川県珠洲市野々江町サ部９６－１            

ウエルシア加賀作見店 石川県加賀市作見町ニ４２番地１             
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ウエルシア加賀山代温泉店 石川県加賀市山代温泉山背台二丁目１番地１        

ウエルシア羽咋南中央店 石川県羽咋市南中央町キ１５４－１            

ウエルシア白山鶴来店 石川県白山市知気寺町６０番地１             

ウエルシア能美寺井店 石川県能美市寺井町ハ１１２               

ウエルシア野々市御経店 石川県野々市市御経塚１－５３７ 

ウエルシア野々市横宮店 石川県野々市市横宮町３６番地１             

ウエルシア野々市矢作店 石川県野々市市矢作２丁目１２２番地           

ウエルシア内灘店 石川県河北郡内灘町字向粟崎 1 丁目 448 番地 

ウエルシア福井北四ツ居店         福井県福井市北四ツ居 1-25-1 

ウエルシア福井東森田店 福井県福井市東森田 3-215 

ウエルシア敦賀中央町店          福井県敦賀市中央町 2-4 

ウエルシア鯖江鳥羽店 福井県鯖江市鳥羽３丁目９０３番地            

ウエルシア鯖江上河端町店         福井県鯖江市上河端町第 3-25 

ウエルシア坂井丸岡店 福井県坂井市丸岡町東陽２丁目１７番地          

ウエルシア福大病院前店 福井県吉田郡永平寺町松岡下合月第 22 号 13 番地 1          

ウエルシア大里店 山梨県甲府市大里町１８３４               

ウエルシア甲府富士見店 山梨県甲府市富士見１丁目２２－７            

ウエルシア甲府池田店 山梨県甲府市長松寺町１－９               

ウエルシア甲府若松店 山梨県甲府市若松町８－６                

ウエルシア甲府徳行店 山梨県甲府市徳行２丁目１４－２３            

ウエルシア甲府富竹店 山梨県甲府市富竹２丁目１－２１             

ウエルシア甲府和戸店 山梨県甲府市国玉町３２８－１              

ウエルシア甲府武田店 山梨県甲府市武田１丁目４番３１号            

ウエルシア上吉田店 山梨県富士吉田市中曽根１丁目８－１４          

ウエルシア富士吉田店 山梨県富士吉田市上吉田東６丁目４－３０ 

ウエルシア下吉田店 山梨県富士吉田市下吉田５８１４－１           

ウエルシア都留店 山梨県都留市上谷６丁目１３－１             

ウエルシア都留田野倉店 山梨県都留市田野倉１５８－２              

ウエルシア山梨七日市場店 山梨県山梨市七日市場８６３               

ウエルシア山梨下神内川店 山梨県山梨市下神内川５０番地              

ウエルシア韮崎富士見店 山梨県韮崎市富士見２丁目１２番３６号          

ウエルシア南アルプス小笠原店 山梨県南アルプス市小笠原 768-2          

ウエルシア北杜大泉店 山梨県北杜市大泉町谷戸３９０７－１           

ウエルシア北杜長坂店 山梨県北杜市長坂町大八田 52 

ウエルシア甲斐開国橋店 山梨県甲斐市西八幡３５６８－１             

ウエルシア甲斐敷島店 山梨県甲斐市中下条１６１１               

ウエルシア御坂店 山梨県笛吹市御坂町夏目原１１５５－１          

ウエルシア石和店 山梨県笛吹市石和町井戸７２               

ウエルシア春日居店 山梨県笛吹市春日居町加茂１５９－２           

ウエルシアマーケットタウン御坂店 山梨県笛吹市御坂町夏目原１１１６            

ウエルシア石和市部店 山梨県笛吹市石和町市部１０９０－１           

ウエルシア笛吹春日居小松店        山梨県笛吹市春日居町小松 1046-2 

ウエルシア上野原店 山梨県上野原市上野原４１１４              

ウエルシア塩山市民病院前店 山梨県甲州市塩山下於曽１４７０             

ウエルシア塩山北店 山梨県甲州市塩山赤尾２２９               

ウエルシア甲府昭和店 山梨県中巨摩郡昭和町飯喰１１３２－２       

ウエルシア市川三郷店 山梨県西八代郡市川三郷町川大門 244             

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 番地 1          

ウエルシア南巨摩南部町店 山梨県南巨摩郡南部町福士２８５０５番１２             

ウエルシア長野大豆島店 長野県長野市大豆島４１７６番地１            

ウエルシア長野若槻大通り店 長野県長野市徳間１丁目５－２６             
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ウエルシア長野三輪店 長野県長野市三輪６丁目１６－２７            

ウエルシア長野若穂店 長野県長野市若穂綿内４４５               

ウエルシア長野川中島店 長野県長野市稲里町中氷鉋９６３番地１          

ウエルシア長野篠ノ井小森 長野県長野市篠ノ井小森４７７番地１           

ウエルシア長野篠ノ井布施高田店 長野県長野市篠ノ井布施高田３２１番地１         

ウエルシア松本渚店 長野県松本市渚１丁目７－１               

ウエルシア松本野溝木工店 長野県松本市野溝木工１丁目１０番１５号         

ウエルシア松本高宮西店 長野県松本市高宮西３－１                

ウエルシア上田山口店 長野県上田市上田山口１２２１－１            

ウエルシア上田しおだ野店 長野県上田市神畑５００                 

ウエルシア上田真田店 長野県上田市真田町本原７４６－１            

ウエルシア岡谷長地店 長野県岡谷市長地権現町１丁目７－３２          

ウエルシア岡谷長地北店 長野県岡谷市長地梨久保１丁目６番４０号         

ウエルシア諏訪上川店 長野県諏訪市上川３丁目２４５０－１           

ウエルシア諏訪四賀店 長野県諏訪市大字四賀１７３５              

ウエルシア須坂日滝店 長野県須坂市日滝９７３番地１              

ウエルシア小諸みかげ店 長野県小諸市御影新田２５７８－１            

ウエルシア小諸御幸町店 長野県小諸市御幸町１丁目２番２６号           

ウエルシア伊那上新田店 長野県伊那市上新田２０２１               

ウエルシア伊那上牧店 長野県伊那市上牧６５９０                

ウエルシア中野駅前店 長野県中野市西条字並柳１２６９             

ウエルシア茅野本町店 長野県茅野市本町西４６０４番地１            

ウエルシア茅野米沢店 長野県茅野市米沢２００番地１              

ウエルシア佐久インターウェーブ店 長野県佐久市小田井６１３－１              

ウエルシア佐久野沢店 長野県佐久市野沢下木戸２４８－１            

ウエルシア佐久中込店 長野県佐久市中込４４７－５               

ウエルシア佐久市役所前店 長野県佐久市中込３０１６－３              

ウエルシアフレスポ佐久インター店 長野県佐久市岩村田北 1-22-3 フレスポ佐久インター内 

ウエルシア千曲稲荷山店 長野県千曲市稲荷山治田町１３３２            

ウエルシア千曲内川店 長野県千曲市内川６７７番地１              

ウエルシア東御田中店 長野県東御市田中５８６番地１              

ウエルシア東御かのう店 長野県東御市和３１７８                 

ウエルシア安曇野インター店 長野県安曇野市豊科田沢６９５９－１０          

ウエルシア安曇野豊科店 長野県安曇野市豊科５４５３番地             

ウエルシア箕輪店 長野県上伊那郡箕輪町中箕輪 3364-2           

ウエルシア上伊那宮田店 長野県上伊那郡宮田村 7457-1         

ウエルシア飯綱平出店 長野県上水内郡飯綱町平出２８３８番地１               

ウエルシア筑北聖南店 長野県東筑摩郡筑北村西条３４１２番地       

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 

ウエルシア岐阜鷺山店 岐阜県岐阜市下土居２丁目８番１１号           

ウエルシア岐阜琴店 岐阜県岐阜市琴塚４丁目３番２０号 

ウエルシア岐阜福光西店 岐阜県岐阜市福光西３丁目１１番１号           

ウエルシア大垣昼飯店 岐阜県大垣市昼飯町２１７８番地             

ウエルシア可児広見店 岐阜県可児市広見８１７番地１              

ウエルシア可児中恵土店 岐阜県可児市中恵土２３８５番地１            

ウエルシア静岡国吉田店 静岡県静岡市駿河区国吉田４丁目９－８          

ウエルシア清水八木間店 静岡県静岡市清水区谷津町１丁目７７２－１        

ウエルシア静岡安東店 静岡県静岡市葵区安東３丁目１５－１０          

ウエルシア清水西久保店 静岡県静岡市清水区西久保４４１－８           

ウエルシア静岡東千代田店 静岡県静岡市葵区上土２丁目２１－６           

ウエルシア静岡下川原店 静岡県静岡市駿河区下川原南８番１５号          
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ウエルシア清水江尻台店 静岡県静岡市清水区江尻台町２２－１           

ウエルシアベイドリーム清水店 静岡県静岡市清水区駒越北町８番１号           

ウエルシア静岡浅間通り店 静岡県静岡市葵区宮ヶ崎町５               

ウエルシア静岡田町店 静岡県静岡市葵区田町４丁目８－４            

ウエルシア清水北矢部店 静岡県静岡市清水区北矢部町１丁目１４－２０       

ウエルシア清水高部店 静岡県静岡市清水区押切２９２              

ウエルシア清水興津店 静岡県静岡市清水区興津中町１３９４－１         

ウエルシア清水庵原店 静岡県静岡市清水区庵原町１４６－５           

ウエルシア静岡用宗店 静岡県静岡市駿河区用宗１丁目３３番１号         

ウエルシア清水駅店 静岡県静岡市清水区真砂町１－１             

ウエルシア静岡唐瀬店 静岡県静岡市葵区唐瀬１丁目１３－１           

ウエルシア静岡呉服町店 静岡県静岡市葵区呉服町１丁目２三井住友海上静岡ビル１Ｆ            

ウエルシア静岡柳町店 静岡県静岡市葵区柳町４２－２              

ウエルシア清水村松店 静岡県静岡市清水区村松１丁目４－１           

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          

ウエルシア静岡あさはた店 静岡県静岡市葵区北５－３１－５ 

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          

ウエルシア静岡松富店 静岡県静岡市葵区松富４丁目２－１            

ウエルシア清水有東坂店 静岡県静岡市清水区有東坂１丁目２４８－１        

ウエルシア静岡みずほ店 静岡県静岡市駿河区みずほ２丁目１５－１         

ウエルシア清水北脇店 静岡県静岡市清水区北脇２６１－２            

ウエルシア静岡西脇店 静岡県静岡市駿河区西脇３０－１             

ウエルシア清水折戸店 静岡県静岡市清水区折戸４丁目２－３５          

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           

ウエルシア清水下野店 静岡県静岡市清水区下野西１－２７            

ウエルシア静岡中原店 静岡県静岡市駿河区中原１３１－３            

ウエルシア清水秋吉店 静岡県静岡市清水区秋吉町３－３３            

ウエルシア清水長崎店 静岡県静岡市清水区長崎３８２              

ウエルシア静岡羽鳥店 静岡県静岡市葵区羽鳥２丁目２１－２０          

ウエルシア静岡新富町店 静岡県静岡市葵区新富町３丁目３１－１          

ウエルシア清水天王店 静岡県静岡市清水区天王東６－１６            

ウエルシア静岡池田店 静岡県静岡市駿河区池田６１５－５            

ウエルシア静岡川合店 静岡県静岡市葵区川合１丁目１０－１０          

ウエルシア静岡中田店 静岡県静岡市駿河区中田２丁目１０－３          

ウエルシア静岡北安東店 静岡県静岡市葵区北安東３丁目３－３           

ウエルシア静岡下清水店 静岡県静岡市清水区下清水町５－３０           

ウエルシア静岡西千代田店 静岡県静岡市葵区西千代田町１２－６           

ウエルシア清水駒越店 静岡県静岡市清水区駒越西１丁目２－７０         

ウエルシア清水小島店 静岡県静岡市清水区小島本町７              

ウエルシア静岡新高松店 静岡県静岡市駿河区宮竹１丁目５－３５          

ウエルシア清水草薙店 静岡県静岡市清水区草薙２丁目１７－２４         

ウエルシア静岡丸子店 静岡県静岡市駿河区北丸子１丁目５番５号         

ウエルシア静岡昭府店 静岡県静岡市葵区昭府町１－２－３７           

ウエルシア静岡上足洗店 静岡県静岡市葵区上足洗３丁目１３－３０         

ウエルシア清水横砂店 静岡県静岡市清水区横砂本町１８番２８号         

ウエルシア静岡瀬名店 静岡県静岡市葵区瀬名１丁目１０番１９号         

ウエルシア静岡水落店 静岡県静岡市葵区水落町２番２２号            

ウエルシア静岡沓谷店 静岡県静岡市葵区沓谷４丁目１４番７号          

ウエルシア静岡長谷通り店 静岡県静岡市葵区長谷町３５－１             

ウエルシア清水高橋店 静岡県静岡市清水区 高橋 3-2-1         

ウエルシア静岡エスパティオ店 静岡県静岡市駿河区南町１４－２５エスパティオ 1 階 101-B     
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ウエルシア静岡若松町店 静岡県静岡市葵区若松町１２－１             

ウエルシア静岡葵の森店 静岡県静岡市葵区柳町１９３－１             

ウエルシア静岡水道町店 静岡県静岡市葵区水道町 121-1 

ウエルシア浜松参野町店 静岡県浜松市南区参野町１５－１             

ウエルシア浜松葵町店 静岡県浜松市中区葵西３丁目２５－１           

ウエルシア浜松初生店 静岡県浜松市北区初生町１２５５－２           

ウエルシア浜松三方原店 静岡県浜松市北区三方原町３８７－１           

ウエルシア浜松医大前店 静岡県浜松市東区半田山４丁目４－１０          

ウエルシア浜松船越店 静岡県浜松市中区船越町２６－１０            

ウエルシア浜松浜北店 静岡県浜松市浜北区西美薗３６９－１           

ウエルシア浜松雄踏店 静岡県浜松市西区雄踏町宇布見５１４６          

ウエルシア浜松西山町店 静岡県浜松市西区西山町２１７１－４                 

ウエルシア浜松西浅田店 静岡県浜松市中区西浅田２丁目９番２６号         

ウエルシア浜松天竜船明店 静岡県浜松市天竜区船明１６３９番地           

ウエルシア浜松西町店 静岡県浜松市南区西町６７３番地             

ウエルシア浜松新橋町店 静岡県浜松市南区新橋町 1102-1          

ウエルシア浜松三ヶ日岡本店        静岡県浜松市北区三ヶ日町岡本 817-1 

ウエルシア沼津松長店 静岡県沼津市松長１２－３                

ウエルシア沼津北高島町店 静岡県沼津市北高島町８－６               

ウエルシア沼津カタクラパーク店 静岡県沼津市大岡１０２０－１              

ウエルシア沼津南店 静岡県沼津市西島町１０－１               

ウエルシア沼津原東店 静岡県沼津市原１５２５－１               

ウエルシア沼津神田店 静岡県沼津市神田町３－２１               

ウエルシア沼津新沢田店 静岡県沼津市新沢田町５－４３              

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           

ウエルシア沼津静浦店 静岡県沼津市馬込１番地１                

ウエルシア沼津吉田店 静岡県沼津市吉田町１６番３３号             

ウエルシア沼津アントレ店 静岡県沼津市大手町１丁目１－１             

ウエルシア沼津下香貫店 静岡県沼津市下香貫藤井原１６７９－２          

ウエルシア沼津大店 静岡県沼津市沼津市大塚 200-5 

ウエルシア沼津鳥谷店 静岡県沼津市鳥谷６５番地の２              

ウエルシア沼津五月町店 静岡県沼津市五月町５番５号               

ウエルシア熱海多賀店 静岡県熱海市下多賀８９５－１              

ウエルシア熱海中央店 静岡県熱海市中央町１９－３９              

ウエルシア三島広小路西店 静岡県三島市広小路町８－１９              

ウエルシア三島加茂川店 静岡県三島市若松町４３４９－１             

ウエルシア三島松本店 静岡県三島市松本２７３－１               

ウエルシア三島三好店 静岡県三島市三好町６－２５               

ウエルシア三島壱町田店 静岡県三島市壱町田１９２－１              

ウエルシア三島谷田店 静岡県三島市谷田２９－１                

ウエルシア三島徳倉店 静岡県三島市徳倉１丁目１６－３９            

ウエルシア富士宮淀平店 静岡県富士宮市淀平町７２２               

ウエルシア富士宮粟倉店 静岡県富士宮市粟倉南町１５９              

ウエルシア富士宮城山店 静岡県富士宮市若の宮町１６               

ウエルシア富士宮万野原店 静岡県富士宮市万野原新田４１５３－１          

ウエルシア富士宮淀師店 静岡県富士宮市淀師１２０－１              

ウエルシア富士宮西小泉店 静岡県富士宮市西小泉町１９－２             

ウエルシア富士宮小泉店 静岡県富士宮市小泉字代官屋敷２１６０－１        

ウエルシア富士宮阿幸地店 静岡県富士宮市東阿幸地１３５              

ウエルシア富士宮田中町店 静岡県富士宮市田中町２９９－１             

ウエルシア富士宮宮原店 静岡県富士宮市宮原３２１－２              
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ウエルシア富士宮神田川店 静岡県富士宮市神田川町１７－３             

ウエルシア富士宮東町店 静岡県富士宮市東町１０番４号              

ウエルシア伊東南店 静岡県伊東市玖須美元和田７１６－６５          

ウエルシア伊東竹の内店 静岡県伊東市竹の内１丁目１４６－１           

ウエルシア伊東宝町店 静岡県伊東市宝町３番－２                

ウエルシア島田若松店 静岡県島田市若松町２７２７－１             

ウエルシア島田井口店 静岡県島田市井口１１２１                

ウエルシア島田しずてつ東町店 静岡県島田市東町２６８５番地              

ウエルシア島田道悦店 静岡県島田市道悦１丁目１３番２５号           

ウエルシア島田川根店 静岡県島田市川根町身成４５４３             

ウエルシア島田御仮屋店 静岡県島田市御仮屋町９５３０              

ウエルシア島田大津通店 静岡県島田市大津通６番地の１              

ウエルシア島田金谷店 静岡県島田市金谷栄町３５７４番地の２          

ウエルシア富士中央店 静岡県富士市青葉町３９２                

ウエルシア富士水戸島店 静岡県富士市水戸島松井１１９－４            

ウエルシア富士五味島店 静岡県富士市米之宮町２４０               

ウエルシア富士中野店 静岡県富士市中野字三ツ倉６２０－１２          

ウエルシア富士今泉店 静岡県富士市今泉３丁目５－１              

ウエルシア富士川成島店 静岡県富士市川成新町６０                

ウエルシア富士青島店 静岡県富士市青島町２１８                

ウエルシア富士厚原店 静岡県富士市厚原８２－１                

ウエルシア富士南店 
静岡県富士市鮫島１１８－１０イオン富士南ショッピングセン

ター１Ｆ              

ウエルシア富士クロスガーデン 静岡県富士市中央町３丁目１３－７            

ウエルシア富士岩淵店 静岡県富士市岩淵７７７－２               

ウエルシア富士広見店 静岡県富士市石坂４５９－１               

ウエルシア富士中央病院前店 静岡県富士市高島町１０８番地              

ウエルシア富士木の宮店 静岡県富士市今泉３２２１                

ウエルシア富士市国久保店 静岡県富士市国久保１丁目５番２２号           

ウエルシア富士松本店 静岡県富士市松本１３５番地               

ウエルシア富士中丸店 静岡県富士市中丸７１７                 

ウエルシア富士富士岡店 静岡県富士市富士岡 466-9          

ウエルシア富士南町店           静岡県富士市南町 6-10 

ウエルシア富士松野店           静岡県富士市北松野沖田 1855-2 

ウエルシア磐田富丘店 静岡県磐田市富丘原新田９３３－１            

ウエルシア磐田岩井店 静岡県磐田市岩井２３３３－３              

ウエルシア磐田豊岡駅前店 静岡県磐田市新開２００－４               

ウエルシア磐田白羽店 静岡県磐田市白羽３７０番地１              

ウエルシア焼津南店 静岡県焼津市与惣次６４                 

ウエルシア焼津田尻北店 静岡県焼津市田尻北２６１                

ウエルシア焼津八楠店 静岡県焼津市八楠２丁目２９－６             

ウエルシア焼津駅店 静岡県焼津市栄町１丁目１－１              

ウエルシア焼津小柳津店 静岡県焼津市小柳津２１８－１              

ウエルシア焼津三ケ名店 静岡県焼津市三ヶ名７９４                

ウエルシア焼津塩津店 静岡県焼津市塩津６５番１                

ウエルシアグランリバー焼津大井川 静岡県焼津市下江留１４４４－１             

ウエルシア焼津下小田店 静岡県焼津市祢宜島５７２番１              

ウエルシア焼津東小川店 静岡県焼津市東小川２丁目２番６号            

ウエルシア焼津祢宜島店 静岡県焼津市祢宜島５４０                

ウエルシア西焼津店 静岡県焼津市小土１２５０－３０             

ウエルシア掛川大東店 静岡県掛川市大坂２８２２－１              
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ウエルシア掛川上西郷店 静岡県掛川市上西郷５０８－１              

ウエルシア掛川葛川店 静岡県掛川市葛川１０９６－１              

ウエルシア藤枝小石川店 静岡県藤枝市小石川町４丁目２－２０           

ウエルシア藤枝駿河台店 静岡県藤枝市駿河台２丁目１７－１            

ウエルシア藤枝田中店 静岡県藤枝市田中２丁目１４－１７            

ウエルシア藤枝青葉町店 静岡県藤枝市青葉町１丁目２番２５号           

ウエルシア藤枝薮田店 静岡県藤枝市下藪田字前田１２３－１           

ウエルシア藤枝茶町店 静岡県藤枝市茶町３丁目３－３８             

ウエルシア藤枝岡部店 静岡県藤枝市岡部町内谷８０３番１            

ウエルシア藤枝高洲店 静岡県藤枝市高洲１丁目１３番３４号           

ウエルシア藤枝上薮田店 静岡県藤枝市上藪田７４－２               

ウエルシア藤枝田沼店 静岡県藤枝市田沼 1-30-12 

ウエルシア御殿場ぐみ沢店 静岡県御殿場市茱萸沢六角堂１３１７－１         

ウエルシア御殿場東店 静岡県御殿場市御殿場１６５－２             

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            

ウエルシア御殿場富士岡店 静岡県御殿場市大坂４８８                

ウエルシア御殿場二枚橋店 静岡県御殿場市二枚橋２５３－３             

ウエルシア御殿場川島田店 静岡県御殿場市川島田４０５－１             

ウエルシア御殿場新橋店 静岡県御殿場市新橋１９１７－１             

ウエルシア御殿場西店 静岡県御殿場市萩原１０１２番地の１７          

ウエルシア袋井諸井店 静岡県袋井市諸井９２３                 

ウエルシア袋井月見の里店 静岡県袋井市上山梨５－１ 

ウエルシア袋井市役所前店 静岡県袋井市国本３０３４番地の１            

ウエルシア下田中店 静岡県下田市中４５８－１                

ウエルシア下田吉佐美店 静岡県下田市吉佐美１４６１－１             

ウエルシア裾野深良店 静岡県裾野市深良８０１－１               

ウエルシア裾野南店 静岡県裾野市伊豆島田２５０１              

ウエルシア裾野佐野店 静岡県裾野市佐野５１１番地の１             

ウエルシア裾野御宿店           静岡県裾野市御宿 1341-1 

ウエルシアマックスバリュ裾野店      静岡県裾野市佐野 1513-1 

ウエルシア湖西新所原店 静岡県湖西市駅南４丁目４－２４             

ウエルシア湖西新居店 静岡県湖西市新居町新居３３８０－７０          

ウエルシア湖西新所岡崎店 静岡県湖西市 新所・岡崎・梅田入会地 15-4          

ウエルシア伊豆修善寺店 静岡県伊豆市柏久保１３１１               

ウエルシア伊豆土肥店 静岡県伊豆市土肥４５４－５               

ウエルシア御前崎池新田店 静岡県御前崎市池新田２４２０番地の１          

ウエルシア御前崎白羽店 静岡県御前崎市白羽５２６６番地の１           

ウエルシア菊川加茂店 静岡県菊川市加茂２５５５                

ウエルシア菊川赤土店 静岡県菊川市赤土１０８８ 

ウエルシア菊川土橋店 静岡県菊川市土橋３０６番地               

ウエルシア菊川病院前店 静岡県菊川市神尾７３－３                

ウエルシア伊豆長岡店 静岡県伊豆の国市古奈４１３               

ウエルシア伊豆の国大仁店 静岡県伊豆の国市神島４８－２              

ウエルシア伊豆長岡駅前店 静岡県伊豆の国市南條４５３－１７            

ウエルシア牧之原細江店 静岡県牧之原市細江１３４２－１             

ウエルシア牧之原菅ケ谷店 静岡県牧之原市菅ヶ谷井原２３２－１           

ウエルシア牧之原榛原店 静岡県牧之原市細江４５６１－１             

ウエルシア牧之原相良店 静岡県牧之原市波津１６８番地１             

ウエルシア清水町伏見店 静岡県駿東郡清水町伏見五反田６４９－６              

ウエルシアサントムーン柿田川 静岡県駿東郡清水町玉川６１－２          

ウエルシア長泉下土狩店 静岡県駿東郡長泉町下土狩御嶽堂３２３－２ 
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ウエルシア清水町久米田店 静岡県駿東郡清水町久米田６０－１         

ウエルシア長泉中土狩店 静岡県駿東郡長泉町中土狩３４８－１        

ウエルシア長泉桜堤店 静岡県駿東郡長泉町桜堤２－６－１         

ウエルシア長泉納米里店 静岡県駿東郡長泉町納米里７３－１５        

ウエルシア清水町新宿店 静岡県駿東郡清水町新宿２２１－１         

ウエルシア清水町徳倉店 静岡県駿東郡清水町徳倉              

ウエルシア西伊豆仁科店 静岡県賀茂郡西伊豆町仁科３２０          

ウエルシア河津店 静岡県賀茂郡河津町浜６４－２           

ウエルシアルピア函南店 静岡県田方郡函南町仁田７４－１          

ウエルシア函南間宮店 静岡県田方郡函南町間宮６１８－１         

ウエルシア函南平井店 静岡県田方郡函南町平井              

ウエルシア森町森店 静岡県周智郡森町森１５３１－１          

ウエルシア吉田住吉店 静岡県榛原郡吉田町住吉６８１－２         

ウエルシア吉田片岡店 静岡県榛原郡吉田町片岡 1881-1 

ウエルシア徳川明倫店 愛知県名古屋市東区明倫町２－１４            

ウエルシア熱田大宝店 愛知県名古屋市熱田区大宝２丁目４２６－１        

ウエルシアイオンタウン有松店 愛知県名古屋市緑区鳴海町有松裏２００          

ウエルシアナゴヤドーム前店 
愛知県名古屋市東区矢田南４丁目１０２－３イオンモールナゴ

ヤドーム             

ウエルシア名古屋小店 愛知県名古屋市中川区小塚町６２－１ 

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           

ウエルシアイオンタウン名西店 愛知県名古屋市西区香呑町６丁目４９－１         

ウエルシア名古屋太閤店 愛知県名古屋市中村区太閤１丁目１９－４２        

ウエルシアイオンタウン名西店 愛知県名古屋市西区香呑町６丁目４９番１         

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丁目６番           

ウエルシア名古屋左京山店 愛知県名古屋市緑区四本木５３０             

ウエルシア名古屋上社駅店 愛知県名古屋市名東区上社１丁目８０２番地        

ウエルシア名古屋代官町店 愛知県名古屋市東区代官町３８番１号           

ウエルシア名古屋上飯田北町店 愛知県名古屋市北区上飯田北町１丁目７３番地       

ウエルシア名古屋横吹町店 愛知県名古屋市緑区横吹町１９０７番地の１７       

ウエルシア名古屋曽根店 愛知県名古屋市緑区曽根２丁目４３７番地         

ウエルシア名古屋上志段味店 愛知県名古屋市守山区上志段味字所下１０４７番１ 

ウエルシア名古屋十一屋店 愛知県名古屋市港区十一屋２丁目２２４番地１       

ウエルシア名古屋平針駅前店 愛知県名古屋市天白区平針２丁目１４０３番地       

ウエルシア名古屋萱場店 愛知県名古屋市千種区萱場２丁目５－１９         

ウエルシア名古屋花の木店 愛知県名古屋市西区花の木２丁目２番１０号        

ウエルシア名古屋丸新町店 愛知県名古屋市北区丸新町３１番地            

ウエルシア名古屋法華西町店 愛知県名古屋市中川区法華西町１丁目５番地        

ウエルシア名古屋八事天道店 愛知県名古屋市天白区八事天道 1005 名古屋八事ＮＫビル B1 階         

ウエルシア熱田五番町店 愛知県名古屋市熱田区五番町 7-21          

ウエルシア天白植田店 愛知県名古屋市天白区植田 1-1208 

ウエルシア名古屋港東通店 愛知県名古屋市南区港東通 2-33 

ウエルシア名古屋千音寺店 愛知県名古屋市中川区富田町大字千音寺字東尼ケ塚 115 

ウエルシア名古屋寛政町店 愛知県名古屋市港区寛政町 6-47 

ウエルシア名古屋森孝店 愛知県名古屋市守山区森孝 1-501 

ウエルシア豊橋曙町店 愛知県豊橋市曙町南松原１３－１             

ウエルシア豊橋花中町店 愛知県豊橋市花中町１１９－１              

ウエルシア豊橋平川本町店 愛知県豊橋市平川本町１丁目１２－２           

ウエルシア豊橋東森岡店 愛知県豊橋市東森岡１丁目１１番１６           

ウエルシア豊橋牟呂店 愛知県豊橋市牟呂町大塚 56-1         

ウエルシア岡崎法性寺店 愛知県岡崎市法性寺町荒子２８              
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ウエルシア岡崎明大寺店 愛知県岡崎市南明大寺町９－１              

ウエルシア岡崎大樹寺店 愛知県岡崎市大樹寺２丁目１５－４            

ウエルシアイオンタウン岡崎美合店 
愛知県岡崎市美合町つむぎ南１番１イオンタウン岡崎美合内 1

階            

ウエルシア岡崎医療センター前店 愛知県岡崎市柱町折戸 15          

ウエルシア岡崎上地店 愛知県岡崎市上地 3-8-11        

ウエルシア岡崎駅東口店 愛知県岡崎市羽根町字前田 34-6        

ウエルシア一宮駅西口店 愛知県一宮市新生１丁目９番１号             

ウエルシア一宮公園通店 愛知県一宮市公園通 3-25        

ウエルシア一宮今伊勢店 愛知県一宮市今伊勢町馬寄字福塚前 49-1         

ウエルシア瀬戸原山町店 愛知県瀬戸市原山町２５９番地の１            

ウエルシア半田東洋町店 愛知県半田市瑞穂町９丁目１番１号            

ウエルシアフレスポ春日井店 愛知県春日井市追進町２丁目１番５フレスポ春日井内            

ウエルシア春日井篠木店 愛知県春日井市下市場町３丁目７番地２          

ウエルシア春日井石尾台店 愛知県春日井市石尾台３丁目３番地３           

ウエルシア豊川蔵子店 愛知県豊川市蔵子５丁目１６－１５            

ウエルシア豊川駅東口店 愛知県豊川市豊川町波通り３４－４            

ウエルシア豊川平尾町店 愛知県豊川市平尾町番皿３６番地の１           

ウエルシア豊川大崎町店 愛知県豊川市大崎町小林１６８番地            

ウエルシア刈谷高倉店 愛知県刈谷市高倉町１丁目２０２             

ウエルシア豊田朝日町店 愛知県豊田市朝日町２丁目６５              

ウエルシア豊田緑ケ丘店 愛知県豊田市緑ヶ丘５丁目１６番１            

ウエルシア安城桜井町店 愛知県安城市桜井町新田４８－２             

ウエルシア安城東栄町店 愛知県安城市東栄町６丁目２２番１５           

ウエルシア三河安城本町店 愛知県安城市三河安城本町 2-7-1         

ウエルシア小牧久保一色店 愛知県小牧市久保一色流７７７番２            

ウエルシア小牧郷中店 愛知県小牧市郷中１丁目１６６－１            

ウエルシア稲沢前田店 愛知県稲沢市稲沢町前田四丁目１１３－１         

ウエルシア東海大田町店 愛知県東海市大田町的場１０６番地の１          

ウエルシア東海荒尾店 愛知県東海市荒尾町丸根１番２２ ２階          

ウエルシア大府追分店 愛知県大府市追分町 2-105           

ウエルシア高浜田戸町店 愛知県高浜市田戸町４丁目５－２５            

ウエルシア高浜呉竹町店 愛知県高浜市呉竹町３丁目７番地５            

ウエルシア清洲店 愛知県清須市清洲 2326-2          

ウエルシアみよし蜂ヶ池店 愛知県みよし市三好町蜂ヶ池２９番９１          

ウエルシア東浦生路店 愛知県知多郡東浦町生路池下１１９番地       

ウエルシア武豊町富貴店 愛知県知多郡武豊町冨貴市場１８－１        

ウエルシア知多武豊駅東口店 愛知県知多郡武豊町道崎４８－３          

ウエルシア竹谷町店 愛知県蒲郡市竹谷町江尻２６－２             

ウエルシア蒲郡平田町店 愛知県蒲郡市平田町５番地１               

近畿地方

ウエルシア津一志店 三重県津市一志町日置字西貝鍋５－１           

ウエルシア津久居中町店 三重県津市久居中町２６３－１              

ウエルシア津神納町店 三重県津市神納町１番１３号               

ウエルシアイオンタウン津城山店 三重県津市久居小野辺町 1130-7 

ウエルシア伊勢小俣店 三重県伊勢市小俣町元町４１６番地            

ウエルシア伊勢河崎店 三重県伊勢市河崎１丁目３－２０             

ウエルシア伊勢二見店 三重県伊勢市二見町山田原４１              

ウエルシア伊勢宮町店 三重県伊勢市御薗町高向字落合９８５番１         

ウエルシア伊勢神久店 三重県伊勢市神久 3-2-22         

ウエルシア松阪川井店 三重県松阪市川井町上大坪７１８             
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ウエルシア松阪中道町店 三重県松阪市中道町字中野田４８５番           

ウエルシア松阪下村店 三重県松阪市下村町字西ノ庄８６２番地２         

ウエルシア桑名東方店 三重県桑名市東方細貝道１０８２番１           

ウエルシア鈴鹿桜島店 三重県鈴鹿市桜島町４丁目１０－３            

ウエルシア鈴鹿算所店 三重県鈴鹿市算所１丁目１９番１号            

ウエルシア鈴鹿中江島町店 三重県鈴鹿市中江島町１１番３２号            

ウエルシア鈴鹿下箕田店 三重県鈴鹿市下箕田 4-23-22         

ウエルシア鈴鹿稲生店 三重県鈴鹿市稲生 3-14-12 

ウエルシア亀山川崎店 三重県亀山市川崎町４７４５番地１            

ウエルシア亀山東御幸町店 三重県亀山市東御幸町２６番地              

ウエルシアイオンタウン菰野店 三重県三重郡菰野町宿野神明田３５７        

ウエルシア度会葛原店 三重県度会郡度会町葛原６９９－１         

ウエルシア度会五ヶ所店 三重県度会郡南伊勢町船越２８３９－１            

ウエルシア四日市ときわ店 三重県四日市市ときわ５丁目２番２７号          

ウエルシア四日市蒔田店 三重県四日市市蒔田２丁目１番２号            

ウエルシア四日市波木店 三重県四日市市波木町字西亀ヶ谷４１６－１ 

ウエルシアイオンタウン四日市泊店 
三重県四日市市泊小柳町 4 丁目 5－1 イオンタウン四日市泊内 1

階 

ウエルシア四日市朝日町店 三重県四日市市朝日町１３－１４             

ウエルシア東員町山田店 三重県員弁郡東員町山田２８９８番地１       

ウエルシアイオンタウン伊勢ララパーク店 三重県伊勢 小木町曽祢 538 

ウエルシア大津堅田店 滋賀県大津市本堅田５丁目９番１２号           

ウエルシア大津木の岡店 滋賀県大津市木の岡町５１－１              

ウエルシア大津唐崎店 滋賀県大津市唐崎１丁目２１番５号            

ウエルシア大津平津店 滋賀県大津市平津１丁目６番１７号            

ウエルシア近江八幡若宮店 滋賀県近江八幡市東町１８７番地１            

ウエルシア近江八幡多賀町店 滋賀県近江八幡市多賀町４６０番地            

ウエルシア近江八幡鷹飼店 滋賀県近江八幡市鷹飼町 455-1       

ウエルシア草津野路店 滋賀県草津市野路４丁目４番１号             

ウエルシア滋賀草津町店 滋賀県草津市草津町 1899 

ウエルシア滋賀守山店 滋賀県守山市守山６丁目１０－３７            

ウエルシア守山今宿店           滋賀県守山市今宿 4-5-10 

ウエルシア栗東手原店 滋賀県栗東市手原１丁目９番１７号            

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丁目６２           

ウエルシア野洲小篠原店 滋賀県野洲市小篠原１６１１－１             

ウエルシア野洲市三宅店          滋賀県野洲市市三宅 2375 

ウエルシア高島新旭店 滋賀県高島市新旭町旭６１０番地１            

ウエルシア東近江八日市店 滋賀県東近江市中野町２６９               

ウエルシア東近江沖野店 滋賀県東近江市沖野４丁目１番７号            

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            

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            

ウエルシア伏見小栗栖店 京都府京都市伏見区小栗栖森本町６番地１         

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番地             

ウエルシア福知山荒河東店 京都府福知山市荒河東町１９７              

ウエルシア綾部宮代店 京都府綾部市宮代町宮ノ下１２－１            

ウエルシア宇治伊勢田店 京都府宇治市伊勢田町若林５７番地            

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             

ウエルシアイオン高の原店 京都府木津川市相楽台１丁目３番地            

ウエルシア木津川州見台店 京都府木津川市州見台８丁目４－１２           

ウエルシア相楽精華台店 京都府京都府相楽郡精華町精華台３－１２－３       

ウエルシア与謝野男山店          京都府与謝郡与謝野町字男山 321 



 

〒105-6920 東京都港区虎ノ門 4 丁目 1番 1号 

アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド（日本支社） 

ウエルシア東成深江南店 大阪府大阪市東成区深江南１丁目１－１１         

ウエルシア生野巽南店 大阪府大阪市生野区巽南５丁目７番６号          

ウエルシア旭太子橋店 大阪府大阪市旭区太子橋３丁目９－１７          

ウエルシア住吉南住吉店 大阪府大阪市住吉区南住吉１丁目１９－２０        

ウエルシア平野長吉長原店 大阪府大阪市平野区長吉長原３丁目４－４         

ウエルシア鶴見茨田大宮店 大阪府大阪市鶴見区茨田大宮４丁目１８－３        

ウエルシア西淀川野里店 大阪府大阪市西淀川区野里１丁目５番５号         

ウエルシア平野南店 大阪府大阪市平野区平野南４丁目３番１号         

ウエルシア生野巽北店 大阪府大阪市生野区巽北４丁目２－１０          

ウエルシア住吉苅田店 大阪府大阪市住吉区苅田１丁目９番地１１号        

ウエルシア平野加美東店 大阪府大阪市平野区加美東６丁目２番２号         

ウエルシア住之江東加賀屋店 大阪府大阪市住之江区東加賀屋４丁目６－１９       

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丁目６番１６号       

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丁目７－１７        

ウエルシア鶴見緑店 大阪府大阪市鶴見区緑４丁目２－６１           

ウエルシア大阪本町店 大阪府大阪市中央区本町２丁目３－１４          

ウエルシア鶴見浜店 大阪府大阪市鶴見区浜２丁目２番６６号          

ウエルシア平野瓜破西店 大阪府大阪市平野区瓜破西２丁目８番１０号        

ウエルシア都島友渕店 大阪府大阪市都島区友渕町２丁目１０番２１号       

ウエルシア都島毛馬 大阪府大阪市都島区毛馬町３丁目３番２８号        

ウエルシア住吉我孫子店 大阪府大阪市住吉区我孫子３丁目６番６号         

ウエルシア淀川三国本町店 大阪府大阪市淀川区三国本町２丁目-13-73           

ウエルシア平野駅前店 大阪府大阪市平野区平野北 1-9-18         

ウエルシア淀川三津屋中店 大阪府大阪市淀川区 三津屋中 2-15-21        

ウエルシア住之江浜口西店 大阪府大阪市住之江区浜口西３丁目８－１８        

ウエルシア大阪新町店           大阪府大阪市西区新町 4-10-21-101 

ウエルシア東淀川豊里店          大阪府大阪市東淀川区豊里 2-25-12 

ウエルシア堺鳳中町店 大阪府堺市西区鳳中町７丁目３－３            

ウエルシア堺津久野店 大阪府堺市西区津久野町 1-26-27         

ウエルシア堺深井沢町店 大阪府堺市中区深井沢町 3237         

ウエルシア堺菩提店 大阪府堺市東区菩提町４丁１－１             

ウエルシア堺原山台店 大阪府堺市南区原山台５丁１７－１            

ウエルシア堺新金岡店 大阪府堺市北区蔵前町３丁５番６３号           

ウエルシア堺深井東店 大阪府堺市中区深井東町３０１３番地           

ウエルシア堺諏訪ノ森店 大阪府堺市西区浜寺諏訪森町西２丁目１３５番地２            

ウエルシア堺美原店 大阪府堺市美原区黒山１１－１              

ウエルシア堺百舌鳥梅町店 大阪府堺市北区百舌鳥梅町１丁７番地１          

ウエルシア堺砂道店 大阪府堺市堺区砂道町２丁１番９号            

ウエルシア堺大庭寺 1 号店 大阪府堺市南区大庭寺７９３－４             

ウエルシア堺北花田店 大阪府堺市北区北花田町３丁１８番１４号         

ウエルシア堺長曽根店 大阪府堺市北区長曽根町１２０７－４           

ウエルシア堺大庭寺 2 号店 大阪府堺市南区大庭寺８６９－１             

ウエルシア堺草尾店 大阪府堺市東区草尾６３３－１              

ウエルシア堺上野芝店 大阪府堺市西区上野芝向ケ丘６－６－４３         

ウエルシア堺南余部店 大阪府堺市美原区南余部１９２－１            

ウエルシア堺深井水池店 大阪府堺市中区深井水池町３０９４            

ウエルシア堺中百舌鳥店 大阪府堺市北区中百舌鳥町２丁目２番地          

ウエルシア堺日置荘西町店 大阪府堺市東区日置荘西町２丁１９番２２号        

ウエルシア堺泉田中店 大阪府堺市南区泉田中１６４番              

ウエルシア堺深井中町店 大阪府堺市中区深井中町１９７１番地１          

ウエルシア堺山田店 大阪府堺市西区山田１丁１１５２番地           
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ウエルシア深井駅前店 大阪府堺市中区深井沢町３２９２番地 EST・昌栄 102 号室           

ウエルシア堺深井清水町店         大阪府堺市中区深井清水町 3283 

ウエルシア堺福田店            大阪府堺市中区福田 548-3 

ウエルシア堺大町東店 大阪府堺市堺区大町東 3-1-26 

ウエルシア堺鳳中町店 大阪府堺市西区鳳中町 7 丁 3 番地 1 

ウエルシア岸和田三田店 大阪府岸和田市三田町１５５－１             

ウエルシア岸和田神須屋店 大阪府岸和田市神須屋町８２               

ウエルシアアクロスプラザ東岸和田 大阪府岸和田市土生町４丁目２番１号           

ウエルシア岸和田加守店 大阪府岸和田市加守町１丁目１番３０号          

ウエルシア岸和田尾生店 大阪府岸和田市尾生町６丁目８－５２           

ウエルシア岸和田西之内店 大阪府岸和田市西之内町２１番３３号           

ウエルシア岸和田額原店 大阪府岸和田市額原町５７２番地             

ウエルシア豊中中桜塚店 大阪府豊中市中桜塚４－６－１０ 

ウエルシア池田城南店 大阪府池田市城南３丁目１番１０号            

ウエルシア吹田泉店 大阪府吹田市泉町５丁目９番４２号            

ウエルシア吹田健都店 大阪府吹田市岸部新町３番３３patona 吹田健都 101              

ウエルシア吹田原町店 大阪府吹田市原町３丁目１９番１号            

ウエルシア吹田朝日が丘店 大阪府吹田市朝日が丘町 30-21 

ウエルシア泉大津東豊中店 大阪府泉大津市東豊中町 1-6-24         

ウエルシア泉大津寿店 大阪府泉大津市寿町８－３０               

ウエルシア泉大津助松店 大阪府泉大津市助松町２丁目７－１            

ウエルシア泉大津我孫子店 大阪府泉大津市我孫子１丁目２番３７号          

ウエルシア泉大津下条店 大阪府泉大津市下条町 17-17 

ウエルシア高槻高西店 大阪府高槻市高西町６番７号               

ウエルシア高槻古曽部店 大阪府高槻市古曽部町２丁目１７番３号          

ウエルシア高槻上土室店 大阪府高槻市上土室 4-5-16       

ウエルシアシェルピア貝塚店 大阪府貝塚市近木町 4-1             

ウエルシア貝半田店 大阪府貝塚市半田５４４番地 

ウエルシア貝清児店 大阪府貝塚市清児５０４ 

ウエルシア守口藤田店 大阪府守口市藤田町 1-41-20        

ウエルシア枚方御殿山店 大阪府枚方市御殿山南町 3 番中宮第三団地 53-101                  

ウエルシア枚方中宮本町店         大阪府枚方市中宮本町 3-16 

ウエルシア茨木沢良宜東町店 大阪府茨木市沢良宜東町 4-37 

ウエルシア阪急茨木市駅東口店 大阪府茨木市舟木町 2-4 

ウエルシア八尾志紀店 大阪府八尾市志紀町２丁目４３－１            

ウエルシア八尾青山店 大阪府八尾市青山町４丁目５－１２            

ウエルシア八尾上尾店 大阪府八尾市上尾町１丁目４－１             

ウエルシア八尾東久宝寺店 大阪府八尾市東久宝寺３丁目１１番１４号         

ウエルシア八尾南木の本店 大阪府八尾市南木の本２丁目１９番１           

ウエルシア八尾跡部北の町店 大阪府八尾市跡部北の町３丁目１－２０          

ウエルシア八尾安中店           大阪府八尾市安中町 4-3-17 

ウエルシア八尾高美店 大阪府八尾市高美町 3-2-14 

ウエルシアりんくうシークル店 大阪府泉佐野市りんくう往来南３番地           

ウエルシア泉佐野鶴原店 大阪府泉佐野市鶴原１２３８               

ウエルシア泉佐野羽倉崎店 大阪府泉佐野市羽倉崎１丁目２番３号           

ウエルシア泉佐野市場西店 大阪府泉佐野市市場西１丁目９番３号           

ウエルシア泉佐野中庄店 大阪府泉佐野市中庄１７４２番地             

ウエルシア泉佐野日根野店 大阪府泉佐野市日根野 1836-2         

ウエルシア泉佐野大宮店 大阪府泉佐野市大宮町６番８号              

ウエルシア泉佐野旭店           大阪府泉佐野市旭町 2-18 

ウエルシア富田林津々山台店 大阪府富田林市津々山台５丁目５－１           
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ウエルシア富田林若松店 大阪府富田林市若松町西１丁目１８４２－１        

ウエルシア富田林小金台店 大阪府富田林市小金台１丁目１１－２５          

ウエルシア寝屋川高宮店 大阪府寝屋川市高宮１丁目２番３４号           

ウエルシア寝屋川緑町店 大阪府寝屋川市緑町 4-20         

ウエルシア寝屋川池田新町店 大阪府寝屋川市池田新町１９－２６            

ウエルシア寝屋川打上元町店        大阪府寝屋川市打上元町 20-10 

ウエルシア寝屋川池田東町店 大阪府寝屋川市池田東町 7-12 

ウエルシア河内長野南花台店 
大阪府河内長野市南花台３丁目－６コノミヤ南花台ショッピン

グセンター内              

ウエルシア河内長野西片添店 大阪府河内長野市西片添町１２－２５           

ウエルシア河内長野千代田店 大阪府河内長野市原町２丁目３－６            

ウエルシア河内長野滝谷店 大阪府河内長野市木戸３丁目３０－１７          

ウエルシア松原岡店 大阪府松原市岡３丁目２番１５号             

ウエルシア松原阿保店 大阪府松原市阿保２丁目１２３－１            

ウエルシア松原天美東店 大阪府松原市天美東２丁目１３６番１８          

ウエルシア和泉光明池駅前店 大阪府和泉市室堂町１７２３番地             

ウエルシアＣＯＭＢＯＸ光明池店 大阪府和泉市室堂町８２４－３６COMBOX 光明池             

ウエルシア和泉鶴山台店 大阪府和泉市太町５５７番地               

ウエルシア和泉唐国店 大阪府和泉市唐国町１丁目１６番６号           

ウエルシア和泉納花店 大阪府和泉市平井町３２６番６              

ウエルシア和泉和気店 大阪府和泉市和気町２丁目１１－７            

ウエルシア和泉浦田店 大阪府和泉市浦田町１５番                

ウエルシア和泉伯太店 大阪府和泉市伯太町１丁目８番８号            

ウエルシア和泉青葉台店 大阪府和泉市青葉台３丁目３３番１１号          

ウエルシア箕面西小路店 大阪府箕面市西小路２丁目８－２８            

ウエルシア箕面小野原東店 大阪府箕面市小野原東６丁目１番３０号          

ウエルシア箕面小野原西店 大阪府箕面市小野原西６丁目２－３            

ウエルシア箕面稲店 大阪府箕面市稲 6-15-3        

ウエルシア箕面牧落店 大阪府箕面市牧落 3-1-12 

ウエルシア羽曳野恵我之荘店 大阪府羽曳野市恵我之荘４丁目４－１７          

ウエルシア羽曳野伊賀店 大阪府羽曳野市伊賀２丁目１１－１５           

ウエルシア羽曳野西浦店 大阪府羽曳野市西浦６丁目２－２７            

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丁目２－２２         

ウエルシア羽曳野島泉店 大阪府羽曳野市島泉８丁目７番５号            

ウエルシア羽曳野尺度店 大阪府羽曳野市尺度１８４番１              

ウエルシア摂津市駅前店 大阪府摂津市庄屋２丁目２－４４             

ウエルシア高石東羽衣店 大阪府高石市東羽衣４丁目８－２２            

ウエルシア高石高師浜店 大阪府高石市高師浜 3-1-15        

ウエルシア藤井寺小山店 大阪府藤井寺市小山 5-2-9          

ウエルシア東大阪みくりや店 大阪府東大阪市御厨栄町３丁目２－２８          

ウエルシア東大阪東鴻池店 大阪府東大阪市東鴻池１丁目６番３０号          

ウエルシア東大阪西岩田店 大阪府東大阪市 西岩田 4-6-26          

ウエルシア東大阪森河内東店 大阪府東大阪市森河内東１丁目２２番１７号        

ウエルシア河内花園駅前店 大阪府東大阪市吉田１丁目２７２０番           

ウエルシア東大阪中新開店 大阪府東大阪市中新開１丁目１４－２６          

ウエルシア東大阪瓜生堂店 大阪府東大阪市瓜生堂１丁目１０番５０号         

ウエルシア東大阪永和店 大阪府東大阪市永和２丁目１３番５号           

ウエルシア東大阪御厨中店 大阪府東大阪市御厨中１丁目１番２９号          

ウエルシア東大阪東山店 大阪府東大阪市東山町 3-5 

ウエルシア泉南新家店 大阪府泉南市新家４４８４－１４             

ウエルシアイオンりんくう泉南店 大阪府泉南市りんくう南浜イオンモールりんくう泉南１Ｆ                
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ウエルシア四條畷岡山店 大阪府四條畷市岡山１丁目１２番９号           

ウエルシア狭山茱萸木店 大阪府大阪狭山市茱萸木４－４４８－２          

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丁目１１９２          

ウエルシア泉南熊取店 大阪府泉南郡熊取町大久保中１丁目７番３１号            

ウエルシア南河内河南店 大阪府南河内郡河南町東山６７９番１        

ウエルシア岬淡輪店 大阪府泉南郡岬町淡輪２８１２番６         

ウエルシア神戸岡本店 兵庫県神戸市東灘区岡本１丁目３－２０          

ウエルシア神戸中郷店 兵庫県神戸市灘区中郷町３丁目３－５           

ウエルシア神戸大池店 兵庫県神戸市北区山田町上谷上古々山３１－１              

ウエルシア神戸鈴蘭台店 兵庫県神戸市北区山田町小部字宮の前１－１        

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丁目１－３           

ウエルシア神戸枝吉店 兵庫県神戸市西区枝吉４丁目３４番１号          

ウエルシアイオン神戸北薬局 兵庫県神戸市北区上津台８丁目１－１イオンモール神戸北 2F       

ウエルシアイオン長田南ＳＣ店 兵庫県神戸市長田区東尻池新町１番２０号         

ウエルシア神戸鳴子店 兵庫県神戸市北区鳴子１丁目１４番－１０         

ウエルシア神戸北八多店 兵庫県神戸市北区八多町中２３１－１           

ウエルシアステーションパーク垂水小束山店 兵庫県神戸市垂水区小束山本町３丁目１－２        

ウエルシア神戸星が丘店 兵庫県神戸市垂水区星が丘３丁目４－９          

ウエルシア神戸西山店 兵庫県神戸市北区西山１丁目１６番地１          

ウエルシア神戸魚崎北町店 兵庫県神戸市東灘区魚崎北町５丁目１番４号        

ウエルシア垂水名谷店 兵庫県神戸市垂水区名谷町２０３５番地の１        

ウエルシア神戸鈴蘭台北町店 兵庫県神戸市北区鈴蘭台北町９丁目１番１号        

ウエルシア神戸兵庫南店 兵庫県神戸市兵庫区南逆瀬川町１番１           

ウエルシア神戸伊川谷有瀬店 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬１５６７番２        

ウエルシア姫路熊見店 兵庫県姫路市勝原区熊見字西ノホ田８８－１        

ウエルシア姫路大津店 兵庫県姫路市大津区新町１丁目１５            

ウエルシア姫路宮西店 兵庫県姫路市宮西町４丁目３６              

ウエルシア姫路亀山店 兵庫県姫路市亀山２２１番１               

ウエルシア姫路青山店 兵庫県姫路市青山西３丁目１２番１号           

ウエルシア姫路網干店 兵庫県姫路市網干区新在家１３６１－１      

ウエルシア姫路矢倉店 兵庫県姫路市飾磨区矢倉町 1-72           

ウエルシア姫路今在家店 兵庫県姫路市飾磨区今在家 1380-2         

ウエルシア姫路御立西店          兵庫県姫路市御立西 1-22-37 

ウエルシア尼崎新園田店 兵庫県尼崎市食満７丁目５－１７             

ウエルシア尼崎南口店 兵庫県尼崎市南塚口町６－１－１ 

ウエルシア尼崎御園店 兵庫県尼崎市御園３丁目１８－２０            

ウエルシア尼崎長洲店 兵庫県尼崎市長洲西通２丁目７－１            

ウエルシア尼崎大庄店 兵庫県尼崎市菜切山町１０番               

ウエルシア尼崎西立花店 兵庫県尼崎市西立花町５丁目９番１６号          

ウエルシア尼崎武庫之荘北店 兵庫県尼崎市武庫之荘７丁目１０番７号          

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丁目１１－５          

ウエルシア尼崎東園田店 兵庫県尼崎市東園田町６丁目９４－３           

ウエルシア尼崎潮江店 兵庫県尼崎市潮江１丁目３６－１６            

ウエルシア尼崎武庫元町店 兵庫県尼崎市武庫元町１丁目２４番６号          

ウエルシア尼崎南口薬局 兵庫県尼崎市南塚口町 6-1-1        

ウエルシア尼崎立花店           兵庫県尼崎市立花町 3-13-5 

ウエルシアＣＯＭＢＯＸ明舞店 兵庫県明石市松が丘２丁目３番３号            

ウエルシア明石大久保店 兵庫県明石市大久保町福田２丁目７－７          

ウエルシア明石西二見駅前店 兵庫県明石市二見町西二見駅前３丁目１番地        

ウエルシア明石沢野店 兵庫県明石市沢野 3-8-7 

ウエルシア西宮愛宕山店 兵庫県西宮市愛宕山１０－４５              
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ウエルシア西宮駅前店 兵庫県西宮市池田町９－６                

ウエルシア西宮今津店 兵庫県西宮市津門綾羽町１－３０             

ウエルシア西宮浜松原店 兵庫県西宮市浜松原町２１－１              

ウエルシア西宮北名次店 兵庫県西宮市北名次町５番４１号             

ウエルシア西宮上甲子園店 兵庫県西宮市上甲子園 1 丁目 17 番地 1 号 

ウエルシア洲本下加茂店 兵庫県洲本市下加茂１丁目１番５８号           

ウエルシア洲本宇原店 兵庫県洲本市宇原２２９５                

ウエルシア芦屋春日店 兵庫県芦屋市春日町２２－５               

ウエルシアライフガーデン潮芦屋 兵庫県芦屋市海洋町８－２                

ウエルシア伊丹桜台薬局 兵庫県伊丹市中野北３丁目６－６シエモア         

ウエルシア伊丹野間店 兵庫県伊丹市野間７丁目１番３号             

ウエルシア伊丹昆陽店 兵庫県伊丹市昆陽南１丁目２－７             

ウエルシア伊丹中野北店 兵庫県伊丹市中野北 4-2-38 

ウエルシア相生赤坂店 兵庫県相生市赤坂１丁目３番５号             

ウエルシア相生旭店 兵庫県相生市旭 3-4-5 

ウエルシア加古川水足店 兵庫県加古川市野口町水足３３３－３３          

ウエルシア加古川粟津店 兵庫県加古川市加古川町粟津１００番１          

ウエルシア西脇上野店 兵庫県西脇市下戸田５９２番地の１            

ウエルシア宝中筋店 兵庫県宝塚市中筋８－１１－６３ 

ウエルシア宝山本店 兵庫県宝塚市山本中２－１－２９ 

ウエルシア三木青山店 兵庫県三木市志染町青山６丁目１５－１          

ウエルシア三木平田店 兵庫県三木市平田２丁目１０番地２０           

ウエルシア高砂梅井店 兵庫県高砂市梅井５丁目５－２５             

ウエルシア高砂浜田町店 兵庫県高砂市高砂町浜田町 2-14-29         

ウエルシア高砂米田店 兵庫県高砂市米田町古新 275-3 

ウエルシア川西能勢口薬局 兵庫県川西市栄町１０－５－１０４パルティ川西１Ｆ               

ウエルシア川西アステ 2 店 兵庫県川西市栄町２５－１アステ川西 TENPO175-210      

ウエルシア川西アステ 1 店 兵庫県川西市栄町２５－１アステ川西 TEMPO175-210       

ウエルシア川西加茂店 兵庫県川西市加茂３丁目１番５号             

ウエルシアイオンタウン川西店 兵庫県川西市多田桜木１丁目４番１号           

ウエルシア北播磨総合医療センター前店 兵庫県小野市市場町９２６番４６２            

ウエルシア小野天神店 兵庫県小野市天神町 815-1 

ウエルシア三田フラワータウン店 兵庫県三田市弥生が丘１丁目８番             

ウエルシア三田天神店 兵庫県三田市天神１丁目５－１４             

ウエルシア三田ウッディタウン店 兵庫県三田市けやき台１丁目５番             

ウエルシア三田弥生が丘店 兵庫 三田市弥生が丘 1-2-2 

ウエルシア加西北条店 兵庫県加西市北条町古坂７丁目１６８番          

ウエルシア養父上箇店 兵庫県養父市上箇６６番                 

ウエルシア南あわじ上八木店 兵庫県南あわじ市八木養宜上５４８番地１         

ウエルシア南あわじ広田店 兵庫県南あわじ市広田５２５番地１            

ウエルシア南あわじ三原店 兵庫県南あわじ市市徳長６７４番地２           

ウエルシア南あわじ青木店 兵庫県南あわじ市市青木２３－２             

ウエルシア朝来医療センター前店 兵庫県朝来市和田山町枚田７６５番２           

ウエルシア淡路東浦店 兵庫県淡路市久留麻２０１５番地１            

ウエルシア北淡インター店 兵庫県淡路市育波４９０番地               

ウエルシア津名一宮インター店 兵庫県淡路市中田２９９４－１              

ウエルシア加東上中店 兵庫県加東市上中３丁目１３番              

ウエルシア加東東条店 兵庫県加東市天神２６０番地               

ウエルシアたつの御津店 兵庫県たつの市御津町苅屋４３８番２           

ウエルシアたつの日山店 兵庫県たつの市龍野町日山４０番地３           

ウエルシアたつの神岡店 兵庫県たつの市神岡町東觜崎５７８番１          
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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       

ウエルシア神崎神河店 兵庫県神崎郡神河町粟賀町３５７番２        

ウエルシア福崎駅前店 兵庫県神崎郡福崎町福田２９９番６         

ウエルシア宝山手台店 兵庫県宝 市山手台西３丁目２番２５号          

ウエルシア加古稲美店 兵庫県加古郡稲美町加古 1820-1 

ウエルシア奈良法蓮店 奈良県奈良市法蓮町７０５－１              

ウエルシア奈良駅前店 奈良県奈良市大宮町１丁目３番８号            

ウエルシア奈良法華寺店 奈良県奈良市法華寺町 83-5          

ウエルシア奈良西木辻店 奈良県奈良市西木辻町１３０番４             

ウエルシア奈良南肘塚店 奈良県奈良市南肘塚町 253           

ウエルシア奈良六条店 奈良県奈良市六条 2-18-5 

ウエルシア大和高田大中東店 奈良県大和高田市大中東町１番３３号           

ウエルシア橿原中曽司店 奈良県橿原市中曽司町７６番地の４            

ウエルシア橿原今井店 奈良県橿原市今井町３丁目１０番２１号          

ウエルシア香芝磯壁店 奈良県香芝市磯壁３丁目６１               

ウエルシア大和郡山小泉店 奈良県大和郡山市小泉町２８４９             

ウエルシア磯城田原本店 奈良県磯城郡田原本町千代１１０７番地       

ウエルシア上牧片岡台店 奈良県北葛城郡上牧町片岡台 3 丁目 3－1            

ウエルシア和歌山ぶらくり店 和歌山県和歌山市元寺町３丁目５３番            

ウエルシア和歌山楠見中店 和歌山県和歌山市楠見中２８番地３             

ウエルシア和歌山栗栖店 和歌山県和歌山市栗栖３７番地               

ウエルシア和歌山有本店 和歌山県和歌山市有本 102-7         

ウエルシア橋本市脇店 和歌山県橋本市市脇３丁目３６１番地            

ウエルシア橋本彩の台店 和歌山県橋本市あやの台１丁目５０番２号          

ウエルシア岩出中黒店 和歌山県岩出市中黒５４６番地               

中国地方

ウエルシア米子東福原店 鳥取県米子市東福原６丁目１２番３９号          

ウエルシア倉吉上井店 鳥取県倉吉市上井町 1-11-7         

ウエルシア倉吉厚生病院東口店 鳥取県倉吉市東巌城町 173 

ウエルシア浜田田町店 島根県浜田市田町１１６－６               

ウエルシア出雲高岡店 島根県出雲市高岡町１２７９－１             

ウエルシア出雲塩冶原町店 島根県出雲市塩冶原町 1-5-35 

ウエルシア益田駅前店 島根県益田市駅前町１７番１               

ウエルシア邑智川本店 島根県邑智郡川本町因原５６４番１         

ウエルシア岡山東島田店 岡山県岡山市北区東島田町 2-4-16         

ウエルシア岡山築港新町店 岡山県岡山市南区 築港新町 2-1-15          

ウエルシア岡山浜店            岡山県岡山市中区浜 3-8-45 

ウエルシア岡山東畦店           岡山県岡山市南区東畦 299-3 

ウエルシア岡山奉還町店 岡山県岡山市北区奉還町 4-19-21 

ウエルシア岡山富士見店 岡山県岡山市東区富士見町 1-28-47 

ウエルシア倉敷真備店 岡山県倉敷市真備町有井９４番地             

ウエルシア倉敷中島店           岡山県倉敷市中島 940-25 

ウエルシア東津山駅前店 岡山県津山市川崎 162-3 

ウエルシア津山上河原店 岡山県津山市上河原 334-4 

ウエルシア新見高尾店 岡山県新見市高尾７８９番地１              

ウエルシア広島可部南店 広島県広島市安佐北区可部南 5-9-17 

ウエルシア広島西原店 広島県広島市安佐南区西原 8-38-29 

ウエルシア福山南蔵王店 広島県福山市南蔵王町６丁目２０番２０号         

ウエルシア庄原新庄店 広島県庄原市新庄町 425-1 

ウエルシア安芸高田吉田店 広島県安芸高田市吉田町吉田 613-1       

ウエルシア山県安芸太田店 広島県山県郡安芸太田町下殿河内２１９番地１ 
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ウエルシア福山東深津店 広島県福山 東深津町 2-7-35 

四国地方

ウエルシア小松島横須店 徳島県小松島市横須町 11-28 

ウエルシア吉野川鴨島店 徳島県吉野川市鴨島町上下島 519-1 

ウエルシア高松伏石店           香川県高松市伏石町 2165-1 

ウエルシア高松朝日町店          香川県高松市朝日町 3-1-48 

ウエルシア松山東垣生町店         愛媛県松山市東垣生町 358-1 

ウエルシアイオンタウン川之江店      愛媛県四国中央市妻鳥町字上樋之上 1795-1 

ウエルシア四国中央中曽根店        愛媛県四国中央市中曽根町字生吉 1676 

九州地方

ウエルシア福岡和白東店          福岡県福岡市東区和白東 1-40-12 

ウエルシア福岡舞鶴スクエア店 福岡県福岡市中央区舞鶴 3-9-39 

ウエルシア熊本麻生田店 熊本県熊本市北区麻生田 2-4-10 

ウエルシア大分セントポルタ中央町     大分県大分市中央町 1-3-2 

ウエルシア大分上宗方店 大分県大分市上宗方 1256 

 


