千葉県
取扱施設名称

住所

電話番号

市川市
アイ・メイト市川大野駅前店

市川市大野町２－２３４

047-339-0022

アイ・メイト市川南大野本店

市川市南大野３－２２－２８

047-339-0083

ウィズコンタクト本八幡店

市川市南八幡４－１－７ 本八幡南ビル５Ｆ

047-376-7704

エースコンタクト本八幡駅前店

市川市南八幡４－２－３ 丸玉第一ビル５Ｆ

047-378-7902

メガネスーパー⾏徳駅前店

市川市⾏徳駅前1-27-20 堀徳ビル1F

050-3063-0389

メガネスーパー南⾏徳店

市川市南⾏徳3-3-3 ザ･ステイブルビル1F

050-3025-5170

メガネスーパー市川店

市川市市川1-9-11 サン市川ハイツサンポポ1F

050-3129-7959

メガネスーパー妙典店

市川市妙典4-9-21 ガーデンアヴェニュー妙典1F

050-3110-9656

眼鏡市場 市川中山店

市川市高石神35-5

047-332-6191

中央コンタクトユニモちはら台店

市原市ちはら台⻄３－４ ショッピングモールユニモちはら台２Ｆ

0436-75-2531

メガネスーパー市原五井店

市原市五井中央⻄1-14-21 ⻲⽥ビル1F

市原市
050-3093-6391

印⻄市
アイ・ルーレ眼鏡コンタクト

印⻄市牧の原１－３－Ａ－１９

0476-37-3650

大網白石市
メガネスーパー大網店

大網白⾥市大網28-5 和はうす1F

050-3002-1079

柏市
銀座メガネ柏店

柏市旭町１－２－１ 第１１関口ビル１Ｃ

04-7141-0781

アイショップ

柏市南柏中央６－３ Ｓ５０９ＫＩＮＧビル１Ｆ

04-7160-5858

エースコンタクト丸井柏ＶＡＴ店

柏市柏１－１－１１ 丸井柏ＶＡＴ館５Ｆ

04-7167-7575

ハートアップコンタクト協和柏店

柏市柏１－２－３７ 柏ちば興銀ビル５階

047-166-9090

メガネスーパー柏店

柏市柏2-4-1

050-3056-1602

メガネスーパーモラージュ柏店

柏市大山台2-3-1 モラージュ柏2F

050-3010-3493

メガネスーパーセブンパークアリオ柏店

柏市大島⽥950-1 セブンパークアリオ柏3F3550

050-3110-7023

ビックカメラK&B柏店

柏市大山台1-10 コジマ×ビックカメラ柏店1F

04-7137-4011

眼鏡市場 南柏店

柏市今谷上町55-1

04-7170-5010

千葉県
取扱施設名称

住所

電話番号

香取市
メガネスーパーサワラシティ店

香取市佐原ホ1236-1 ショッピングモールサワラシティ1F

050-3123-0386

鎌ヶ谷市
中央コンタクトアクロスモール新鎌ヶ谷店

鎌ケ谷市新鎌ヶ谷２－１２－１ アクロスモール新鎌ヶ谷１Ｆ

047-441-0550

中央コンタクトイオン鎌ヶ谷店

鎌ヶ谷市新鎌ヶ谷2丁目7番1号 イオン鎌ヶ谷2階

047-441-0550

眼鏡専門店さくら

鴨川市横渚１６２７－２

04-7096-7399

メガネリゾート鴨川店

鴨川市横渚２８３－６

04-7093-2178

イワキ⻄坂⽥店

君津市⻄坂⽥２－６－１

043-954-0606

イワキメガネ南子安店

君津市南子安４－３１－３

043-954-9090

メガネサロントミナガ・東坂⽥店

君津市東坂⽥3-7-7

0439-54-0504

メガネサロントミナガ

君津市南子安4-32-8

0439-54-2165

イワキ⽊更津本店

⽊更津市太⽥４－１５－３

0438-25-2548

イワキメガネイオン⽊更津朝⽇店

⽊更津市朝⽇３－１０－１９

043-825-7129

眼鏡市場 ⽊更津ほたる野店

⽊更津市ほたる野2-22-1

0438-97-8323

メガネセンター臼井店

佐倉市王子台１－２４－２１

043-461-2228

メガネスーパーユーカリが丘店

佐倉市ユーカリが丘2-1-2

和真メガネ イオンタウンユーカリが丘店

佐倉市⻄ユーカリが丘6丁目12-3 イオンタウンユーカリが丘・東街区2F

043-420-8137

中央コンタクトｲｵﾝﾀｳﾝﾕｰｶﾘが丘店

佐倉市⻄ユーカリが丘6丁目12番地の3 ⻄街区2階

043-463-6611

山武郡横芝光町横芝１３６８

0479-82-0682

山武市成東１８７０－１ ラパーク成東店

0475-80-0001

匝瑳市八⽇市場イ－４１２－１４

0479-72-0047

鴨川市

君津市

⽊更津市

佐倉市
050-3018-1425

山武郡
メガネのマルマン
山武市
アイメガネ成東ラパーク店
匝瑳市
オプトあらき

千葉県
取扱施設名称

住所

電話番号

館山市
眼鏡市場館山店

館山市北条5-1

0470-30-8433

アイ・メイト幕張店

千葉市花⾒川区幕張町５－４１７－２８１

043-272-0838

エースコンタクト千葉パルコ店

千葉市中央区中央２－２－２ 千葉パルコ５階

043-224-2288

アップル千葉店

千葉市中央区富⼠⾒２－２－１ ニュー千葉ビル２号館４Ｆ

043-202-6101

中央コンタクト千葉店

千葉市中央区富⼠⾒２－７－２０ 桜井アームズビル１Ｆ

043-202-1231

メガネスーパー京成千葉店

千葉市中央区富⼠⾒2-15-1 ワラビビル1F

050-3118-5186

メガネスーパー稲毛店

千葉市稲毛区⼩仲台2-4-10 ピアテン1F

050-3031-1454

メガネスーパーペリエ稲毛店

千葉市稲毛区稲毛東3-19-11 コムスクエア W-12

050-3008-0749

メガネスーパー⻄千葉・学園通り店

千葉市稲毛区緑町1-15-12 伴龍ビル1F

050-3020-6930

メガネスーパー稲毛海岸店

千葉市美浜区高洲3-14-1 和紅ビル101号

050-3059-3794

メガネスーパー千葉おゆみ野店

千葉市緑区おゆみ野南5-18-5

050-3060-6581

メガネスーパー千葉都賀店

千葉市若葉区都賀3-30-8

050-3004-3200

眼鏡市場 ミスターマックスおゆみ野

千葉市緑区おゆみ野中央２丁目３番１号

043-293-7138

銚子市三崎町２－２６６０－１

0479-26-3731

千葉市

千葉市

銚子市
オプトあらきイオン銚子店
東⾦市
メガネスーパー東⾦店

東⾦市東新宿20-4

050-3104-3559

流山市
中央コンタクト流山おおたかの森Ｓ・Ｃ店

流山市⻄初石６－１８５－２ 流山おおたかの森ＳＣ２Ｆ

04-7178-2010

メガネマーケットＭＯＮＯＣＬＵＢ

流山市南流山３－１０－１７ マリン流山１Ｆ

04-7158-4141

ミラクルコンタクト

流山市南流山４－１－１５ 南流山駅前ビル３階

04-7159-8888

ベストメガネコンタクトおおたかの森駅前店

流山市東初石6-182-15 (新C65街区5)果樹園ST3F

04-7126-0681

メガネコンタクト和光

習志野市大久保１－２３－１７

0474-74-5609

エースコンタクトイオンモール津⽥沼店

習志野市津⽥沼１－２３－１ イオンモール津⽥沼３Ｆ

047-403-8811

習志野市

千葉県
取扱施設名称

住所

電話番号

成⽥市
ピュアコンタクト成⽥店

成⽥市花崎町８１４

メガネスーパーイオン成⽥前店

成⽥市ウイング土屋75番地

0476-22-1991
050-3022-6529

野⽥市
メガネマーケット野⽥店

野⽥市清水６８ 駒ビル１Ｆ

04-7123-1414

眼鏡市場 ウニクス野⽥

野⽥市つつみ野1丁目1番2 「ｳﾆｸｽ野⽥」内

04-7123-2190

エースコンタクトイオンモール船橋店

船橋市山手１－１－８ イオンモール船橋３Ｆ

047-404-6111

エースコンタクトららぽーとＴＯＫＹＯ－ＢＡＹ店

船橋市浜町２－１－１ ららぽーとＴＯＫＹＯ－ＢＡＹ⻄館１Ｆ

047-401-1188

フィレオ船橋店

船橋市本町６－１－３ メルファーレ船橋３Ｆ

047-422-2125

メガネのアイボン

船橋市⻄船橋４－２４－６

0474-31-3808

メガネスーパー船橋店

船橋市本町3-3-1 川守ビル1F

050-3063-8228

眼鏡市場 船橋法典

千葉県船橋市藤原3丁目36-21

047-439-0078

メガネのフィット

松⼾市⼩⾦きよしケ丘２－１

0473-45-8852

エースコンタクトアトレ松⼾店

松⼾市松⼾１１８１ アトレ松⼾７Ｆ

047-367-3003

エイチイーシー

松⼾市松⼾１２４０－１ デルソーレ松⼾１０１松⼾眼科内

047-331-7311

メガネスーパー松⼾店

松⼾市根本8-15 高⽊ビル1F

050-3014-7505

メガネスーパー新松⼾店

松⼾市新松⼾3-282

050-3020-8760

メガネスーパー八柱駅前店

松⼾市⽇暮1-7-1 壱番館・松⼾家ビル

050-3111-5322

眼鏡市場 松⼾五香店

松⼾市五香⻄3-1-11

047-311-3170

今井コンタクト

茂原市高師８１０

0475-22-3434

メガネスーパー茂原セントラルモール店

茂原市⼩林1606-10 茂原セントラルモール内

眼鏡市場 茂原店

茂原市高師1886-1

0475-20-0073

パールメガネ・イズミヤ

八千代市村上１２４５番地 イズミヤショッピングセンター３Ｆ

0474-85-6598

アイメガネ八千代台ユアエルム店

八千代市八千代台東１－１－１０ ユアエルム３Ｆ

047-485-0001

船橋市

松⼾市

茂原市
050-3069-8001

八千代市

千葉県
取扱施設名称

住所

電話番号

八千代市
エースコンタクト八千代台店

八千代市八千代台南１－３－１ 第８扇ビル４Ｆ

047-480-7171

中央コンタクトイオン八千代緑が丘店

八千代市緑が丘２－１－３ イオン八千代緑が丘ショッピンングセンター４階

047-458-6660

メガネスーパー勝⽥台駅前店

八千代市勝⽥台１-16 サン･コーポ勝⽥台E棟101号

050-3017-8818

四街道市
駅ビルメガネコンタクト四街道店

四街道市四街道１－１ＪＲ四街道駅ビル４Ｆ

メガネスーパー四街道店

四街道市大⽇320-5 白鳥ビル1F

第一メガネ四街道店

四街道市四街道1-2-1 チェリープラザ1F

043-304-1818
050-3019-7688
043-421-1757

