愛知県
取扱施設名称

住所

電話番号

あま市
コンタクトマート甚目寺店

あま市坂牧坂塩５５－１

052-449-6722

安城市
眼鏡市場ラフーズコア三河安城店

安城市三河安城南町１－４－８

ビジョンメガネ 安城店

安城市城南町1-15-6

ラ・フーズコア２Ｆ

0566-71-1320
0566-73-5780

一宮市
レンズスタイル一宮店

一宮市栄３－２－１２

フラワーコンタクト一宮店

一宮市栄３丁目１－１ＪＲ尾張一宮駅

一宮駅東口ビル１Ｆ

0586-24-0774

レンズスタイルグルメ通り店

一宮市相生１－７－１

有限会社Ｖ．Ｐ

一宮市⽊曽川町⿊⽥⼗ノ通り181-1 レンズ⼯房内

メガネスーパー一宮店

一宮市両郷町1-21-1

ハートアップイオンモール⽊曽川店

一宮市⽊曽川町⿊⽥字南⼋ツヶ池２５－１

アスティ一宮内

エスポワール・ウ゛ァン１Ｆ

0586-28-5811
0586-26-3558
0586-84-2600
050-3070-3788

イオンモール⽊曽川２階

0586-84-1185

稲沢市
眼鏡市場コンタクト館稲沢店

稲沢市稲沢町前⽥町５－８６－１

0587-21-5188

ビジョンメガネ 稲沢店

稲沢市大塚南5-1-1

0587-34-5669

中央コンタクトリーフウォーク稲沢店

稲沢市⻑野７丁目１番２－１４６

0587-33-0807

岩倉市⼋剱町大門出先33-1

0587-58-5002

岩倉市
ハートアップ岩倉⼋剱店
岡崎市
ハートアップイオンモール岡崎店

岡崎市⼾崎町字外⼭３８－５

イオンモール岡崎３階

メガワールドコンタクト岡崎

岡崎市大樹寺１丁目１－１１

0564-21-7888

コンタクトランド岡崎店

岡崎市大樹寺３丁目１３－１

0564-65-5265

ハートアップアピタ岡崎北店

岡崎市⽇名北町４－４６

0564-65-6055

アピタ岡崎北２階

0564-59-2083

尾張旭市
あさひアイメディカルサービス

尾張旭市緑町緑ケ丘１６２－３

ほんじ眼科クリニック

0561-51-4938

春⽇井市
グリーンコンタクト勝川店

春⽇井市松新町１丁目３番地

ルネピアコンタクトレンズ春⽇井店

春⽇井市瑞穂通６－２２

ルネッサンスシティ勝川１番街３Ｆ

0568-36-8300
0568-85-3311

眼鏡市場コンタクト館春⽇井店

春⽇井市鳥居松町５－８１－１

コンタクトランドイオン春⽇井店

春⽇井市柏井町４－１７

ソレールビル１Ｆ

0568-84-7212

マイカル春⽇井サティ２Ｆ

0568-89-4500

メガワールド蒲郡本館内

0533-67-0811

蒲郡市
ハートアップ蒲郡店

蒲郡市竹谷町松本１０－１

刈谷市
ビジョンメガネ 東刈谷店

刈谷市東刈谷町2-1-2

ハートアップアピタ刈谷店

刈谷市南桜町２－５６－１

0566-61-0018
アピタ刈谷店３階

0566-22-4123

愛知県
取扱施設名称

住所

電話番号

犬⼭市
ハートアップ犬⼭店

犬⼭市犬⼭富⼠⾒町１３－１

さくらコンタクト

犬⼭市⽻⿊成海８番

奥村ビル１階

0568-61-6651
0568-68-3104

江南市
レンズスタイル江南店

江南市古知野町朝⽇１６５

ナガタニビル２Ｆ

0587-53-7851

小牧市
ステーションコンタクト

小牧市中央２－１４８小牧ステーションビル１Ｆ

0568-72-1158

ルネピアコンタクトレンズ小牧店

小牧市堀の内４－５２－１

0568-74-6606

高浜市湯⼭町５－６－４

0566-52-8240

高浜市
アイメガネ高浜湯⼭町店
知多郡
中央コンタクトイオンモール東浦店

知多郡東浦町大字緒川字申新⽥二区６７－３

イオンモール東浦エンジョイライフ館１階

0562-82-0550

知⽴市
ハートアップアピタ知⽴店

知⽴市⻑篠町大⼭１８－１

アピタ知⽴店１階

0566-84-7800

津島市
コンタクトランド海部郡中央店

津島市神尾町字東の割１０８

中央コンタクトヨシヅヤ津島本店

津島市大字津島字北新開３５１

秀島ビルクラシナ１０８

0567-33-0533

ヨシヅヤ津島本店１階

0567-26-0220

メガネスーパー津島店

津島市新開町1-55-1

レンズスタイル津島店

津島市藤⾥町１－９－２

⽇の丸会館２Ｆ

0567-25-8040

ハートアップアピタ東海荒尾店

東海市荒尾町⼭王前２０

アピタ東海荒尾２階

052-689-1681

コンタクトランド東海店

東海市中央町４－５４

050-3018-0065

東海市
052-603-8202

常滑市
中央コンタクトイオンモール常滑店

常滑市りんくう町2丁目20番3 イオンモール常滑2階

メガネスーパーイオンモール常滑店

常滑市りんくう町2-20-3 ｲｵﾝﾓｰﾙ常滑

ﾓｰﾙ棟１F

0569-36-2766
050-3098-5256

豊川市
ハートアップ豊川店

豊川市牛久保町城下６８－１

0533-80-7815

ハートアップ豊⽥中央店

豊⽥市広路町２－１－１

0565-31-3901

ハートアップイオンスタイル豊⽥店

豊⽥市広路町1-1 イオンスタイル豊⽥ 2階（区画番号201）

0565-35-2700

ビジョンメガネ 豊⽥店

豊⽥市下市場町5丁目36

0565-36-6789

眼鏡市場豊⽥店

豊⽥市前⽥町２－１－１

0565-32-9228

豊⽥市
メガワールド豊⽥本館1階

愛知県
取扱施設名称

住所

電話番号

豊橋市
広小路コンタクト豊橋店

豊橋市広小路１－６

精⽂館ビル３Ｆ

ハートアップ豊橋曙店

豊橋市曙町字測点１４１－１

0532-38-5860

メガネハウス豊橋

豊橋市飯村北１－１２－８

0532-39-8300

ハートアップ豊橋店

豊橋市平川町３－１

0532-69-1610

ハートアップ豊橋汐⽥橋店

豊橋市牟呂町扇⽥１６－１

中央コンタクトイオン豊橋南店

豊橋市野依町字落合１－１２

0532-56-0963

0532-29-4040
イオン豊橋南店１階

0532-29-3061

⻑久⼿市
ハートアップアピタ⻑久⼿店

⻑久⼿市⼾⽥谷９０１－１

0561-64-6411

アピタ⻑久⼿Ｂ1

名古屋市
ハートアップイオンモール名古屋茶屋店

名古屋市港区⻄茶屋２－１１

イオンモール名古屋茶屋１階

コンタクトランドみなと店

名古屋市港区善進本町１番地

052-389-5570

コンタクトランド守⼭店

名古屋市守⼭区守⼭１－７－１９

052-797-3635

ビジョン２１

名古屋市瑞穂区洲⼭町２－２４－６

052-842-5966

中央コンタクト名古屋パルコ店

名古屋市中区栄３－２９－１

052-264-8077

ハートアップ栄地下店

名古屋市中区栄３－５－１２先

栄南地下街

052-950-5421

レモンコンタクト栄店

名古屋市中区錦３－２４－２４

錦３２４ビル６階

052-955-3090

名古屋パルコ⻄館７階

052-309-5220

ハートアップ一社店

名古屋市名東区高社２－１２３

メガワールド名古屋本館内1階

052-726-8320

レンズスタイル高畑店

名古屋市中川区高畑２－３９１

ウェルズ２１高畑１Ｆ

052-363-8156

ハートアップ名古屋エスカ店

名古屋市中村区椿町６番９号先（広場地下）

フラワーコンタクト名駅店

名古屋市中村区名駅４丁目７番２５号先

眼鏡市場植⽥一本松店

名古屋市天白区一本松２－１１０８

052-800-8618

レンズスタイル野並店

名古屋市天白区野並２－４３１

ＹＫビル２Ｆ

052-892-7430

メディカル東海

名古屋市天白区植⽥３－７１２

植⽥眼科クリニック内

052-806-6300

中央コンタクトイオンモール新瑞橋店

名古屋市南区菊住１丁目７－１０

メガネの三城アピタ名古屋南店

名古屋市南区豊⽥４－９－４７

メガネスーパー名古屋桜通店

名古屋市東区泉1-22-35 ﾁｻﾝﾏﾝｼｮﾝ1F

050-3029-4266

メガネスーパーコンタクト名チカ店

名古屋市中村区名駅3-14-15 東⼭線名古屋駅地下1F（南改札口外)

050-3079-0163

エスカ地下街

名古屋地下街店舗内（サンロード）

イオンモール新瑞橋３Ｆ
アピタ名古屋南３Ｆ

052-451-1566
052-586-8615

052-829-3283
052-691-6270

ビックカメラ名古屋JRｹﾞｰﾄﾀﾜｰ店

名古屋市中村区名駅1-1-3 ﾋﾞｯｸｶﾒﾗ名古屋JRｹﾞｰﾄﾀﾜｰ店 10F

ビックカメラ名古屋駅⻄店

名古屋市中村区椿町6-9 ﾋﾞｯｸｶﾒﾗ名古屋駅⻄店 B1F

メガネスーパー名古屋大須店

名古屋市中区大須3－28－24

050-3058-1096

メガネスーパー名古屋栄スカイル店

名古屋市中区栄3-4-5 栄ｽｶｲﾙ6F

050-3094-4664

メガネスーパー名古屋今池店

名古屋市千種区内⼭3-8-16 ﾄｷﾜﾋﾞﾙ1F

050-3086-9151

メガネスーパー名古屋新瑞店

名古屋市瑞穂区妙音通4-27-2-3 浅井ﾊｲﾂ1F

050-3024-2009

フラワーコンタクト⾦⼭店

名古屋市熱⽥区⾦⼭町１－２－２６

ハートアップイオンモール熱⽥店

名古屋市熱⽥区六野１－２－１１

052-569-1115
052-459-1304

ヤガミ⾦⼭ビル３Ｆ

052-678-0222

イオンモール熱⽥３階

052-884-3801

愛知県
取扱施設名称

住所

電話番号

名古屋市
コンタクトマン上飯⽥店

名古屋市北区上飯⽥通

052-910-0530

コンタクトランド緑店

名古屋市緑区鴻仏目２丁目１０３

ハートアップイオンモール大高店

名古屋市緑区南大高２－４５０

ハートアップヒルズウォーク徳重店

名古屋市緑区鳴海町字徳重１８－４４

052-878-5997
イオンモール大高1階
ヒルズウォーク徳重ガーデンズ２階

052-626-1718
052-879-3065

⻄春⽇井郡
中央コンタクトエアポートウォーク名古屋店

⻄春⽇井郡豊⼭町豊場林先１番８

エアポートウォーク名古屋３Ｆ

0568-39-2477

⻄尾市
コンタクトランド⻄尾店

⻄尾市寄住町佃７７－１

ハートアップヴェルサウォーク⻄尾店

⻄尾市高畠町３－２３－９

0563-55-0003
ヴェルサウォーク⻄尾３階

0563-55-0060

丹⽻郡
中央コンタクトイオン扶桑ＳＣ店

丹⽻郡扶桑町大字南⼭名高塚５－１

イオン扶桑ＳＣ店２階

0587-91-3581

⽇進市
コンタクトランド⽇進店

⽇進市岩崎台１－１０６

0561-76-0238

ハートアッププライムツリー赤池店

⽇進市赤池町箕ノ⼿1番 プライムツリー赤池 1階

052-847-2777

ハートアップクラシティ半⽥店

半⽥市広小路町９０

0569-24-5788

コンタクトランド半⽥店

半⽥市昭和町２丁目２４

眼鏡市場半⽥店

半⽥市有楽町７－７１－１

半⽥市
クラシティ半⽥２階
リッチタウンサノ１Ｆ

0569-26-7626
0569-23-4918

