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別紙：つめかえパック回収ボックス設置店舗一覧（全 75 店舗 2021 年 10 月１日時点） 

【ウエルシア薬局株式会社（１１店舗）】 

店舗名 所在地 電話番号 

ウエルシア神戸魚崎北町店 東灘区魚崎北町 5-1-4 ℡：078-452-6633 

ウエルシア神戸兵庫南店 兵庫区南逆瀬川町 1 番 1 号 ℡：078-686-0515 

ウエルシア神戸北八多店 北区八多町中 231-1 ℡：078-907-6500 

ウエルシア神戸西山店 北区西山 1-16-1 ℡：078-950-2870 

ウエルシア神戸鈴蘭台北町店 北区鈴蘭台北町 9 丁目 1 番 1 号 ℡：078-596-5671 

ウエルシア神戸大池店 北区山田町上谷上字古々山 31-1 ℡：078-582-0343 

ウエルシアステーションパーク垂水小束山店 垂水区小束山本町 3-1-2 ℡：078-798-5522 

ウエルシア垂水名谷 垂水区名谷町 2035-1 ℡：078-793-5210 

ウエルシア神戸伊川谷有瀬店 西区伊川谷町有瀬 1567 番 2 ℡：078-975-1020 

ウエルシア神戸伊川谷北別府店 西区北別府 5-1-3 ℡：078-977-0350 

ウエルシア神戸枝吉店 西区枝吉 4-34-1 ℡：078-929-8558 

 

【生活協同組合コープこうべ（３３店舗）】 

店舗名 所在地 電話番号 

コープ岡本 東灘区岡本 1-14-2 ℡：078-411-1651 

コープ深江 東灘区深江北町 3-9-15 ℡：078-441-0731 

コープ渦森台 東灘区渦森台 2-14 ℡：078-841-8917 

コープリビング甲南 東灘区甲南町 2-1-20 ℡：078-412-2001 

シーア 東灘区住吉本町 1-2-1 ℡：078-811-0001 

コープ甲南 東灘区甲南町 3-1-18 ℡：078-441-3151 

コープ鶴甲 灘区鶴甲 4-7-2 ℡：078-821-1151 

コープ篠原 灘区篠原北町 2-2-14 ℡：078-871-2201 

コープ六甲 灘区森後町 3-5-38 ℡：078-841-0641 

コープ山手 中央区中山手通 4-10-32 ℡：078-241-3066 

コープ兵庫 兵庫区駅南通 5-1-2-100 ℡：078-682-1301 

コープからと 北区唐櫃台 2-23-8 ℡：078-982-3200 

コープ有野 北区有野台 2-1-6 ℡：078-982-4161 

コープ鈴蘭台東 北区鈴蘭台北町 1-12-5 ℡：078-591-7111 

コープ西鈴蘭台 北区南五葉 1-1-3 ℡：078-591-9001 

コープデイズ神戸北町 北区日の峰 2-7 ℡：078-582-1900 

コープ丸山 長田区西丸山町 1-7-23 ℡：078-631-3001 

コープ長田 長田区片山町 2-18-17 ℡：078-691-2661 

コープ白川台 須磨区白川台 3-63-2 ℡：078-792-4321 

コープ須磨 須磨区月見山本町 1-9-28 ℡：078-731-4671 

コープ名谷 須磨区菅の台 3-14-8-201 ℡：078-791-1301 

コープ北須磨 須磨区友が丘 7-275-2 ℡：078-792-0610 

コープ横尾 須磨区横尾 1-5（リファーレ横尾内） ℡：078-743-4501 

コープ桃山台 垂水区桃山台 3-23-3 ℡：078-752-2711 

コープ福田 垂水区東垂水町字菅ノ口 634-1 ℡：078-751-3200 

コープ神陵台 垂水区神陵台 3-3（きたせんタウン内） ℡：078-783-3151 
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コープ高丸 垂水区上高丸 1-9-30 ℡：078-707-8855 

コープ垂水 垂水区日向 1-4-1（レバンテ垂水 1 番館） ℡：078-705-4100 

コープ新多聞 垂水区本多聞 4-1-250 ℡：078-783-0005 

コープ桜が丘 西区桜が丘中町 3-2-3（ジョイフル内） ℡：078-994-2211 

コープ西神 西区春日台 3-3（かすがプラザ内） ℡：078-961-1661 

コープデイズ神戸西 西区池上 3-3-1 ℡：078-974-3939 

コープ西神南 西区井吹台東町 1-1-3 ℡：078-992-1601 

 

【株式会社光洋（９店舗）】 

店舗名 所在地 電話番号 

KOHYO 住吉店 東灘区住吉宮町 4-4-1-100 KiLaLa 住吉 1F ℡：078-858-5040 

MaxValu EX 魚崎店 東灘区魚崎西町 4-14-14 ℡：078-846-3571 

KOHYO 三宮店 中央区雲井通 7-1-1 ミント神戸内 ℡：078-242-5040 

KOHYO 兵庫店 兵庫区駅南通 5-3-2 ℡：078-515-5040 

MaxValu 長田南店 長田区東尻池新町 1-20 ℡：078-682-9111 

KOHYO 高倉台店 須磨区高倉台 4-13 ℡：078-735-3961 

MaxValu 須磨店 須磨区松風町 3-2-1 ℡：078-735-9211 

MaxValu 星陵台店 垂水区星陵台 4-4-31 ℡：078-785-0062 

KOHYO 西神中央店 西区糀台 5-2-3 プレンティ一番館内 ℡：078-993-5040 

 

【株式会社ダイエー（２２店舗）】 

店舗名 所在地 電話番号 

ダイエー甲南店 東灘区本山南町 8-7-18 ℡：078-431-4711 

グルメシティ本山店 東灘区岡本 1-9-6 ℡：078-451-1501 

グルメシティ六甲アイランド店 東灘区向洋町中 5-15 ℡：078-857-4741 

グルメシティ灘店 灘区篠原南町 6-1-31 ℡：078-861-8041 

グルメシティ摩耶海岸通店 灘区摩耶海岸通 2-3 ℡：078-881-4741 

マルナカ新在家店 灘区新在家北町 1-1-1 ℡：078-851-8600 

ダイエー六甲道店 灘区深田町 4-1-39 ℡：078-841-4651 

ダイエー神戸三宮店 中央区雲井通 6-1-15 ℡：078-291-0077 

グルメシティ新神戸店 中央区北野町 1-3 ℡：078-262-2262 

グルメシティポートアイランド店 中央区港島中町 3-2-6 ℡：078-302-5721 

ダイエー湊川店 兵庫区荒田町 2-18-20 ℡：078-531-1147 

ダイエー鈴蘭台店 北区鈴蘭台南町 6-1-43 ℡：078-593-1188 

グルメシティひよどり台店 北区ひよどり台 2-1-4 ℡：078-741-4711 

イオンフードスタイルベルスト鈴蘭台店 北区鈴蘭台北町 1-9-1 ℡：078-591-1103 

ダイエーグルメシティ新長田店 長田区久保町 5-1-1-001 号 ℡：078-612-4711 

グルメシティ長田店 長田区大塚町 1-8-11-120 ℡：078-611-1147 

イオンフードスタイル板宿店 須磨区前池町 3-4-1 ℡：078-732-3661 

ダイエー名谷店 須磨区中落合 2-2-2 ℡：078-791-2811 

グルメシティ小束山店 垂水区小束山本町 3-1-2 ℡：078-785-4711 

ダイエー舞子店 垂水区舞子台 6-20-17 ℡：078-782-5115 

イオンフードスタイル神戸学園店 西区学園西町 1-4 ℡：078-791-4147 

イオンフードスタイル西神中央店 西区糀台 5-3-4 ℡：078-991-4147 

 


