神奈川県
取扱施設名称

住所

電話番号

厚木市
眼鏡市場厚木林店

厚木市林４―１―１０

046-225-6788

メガネスーパー厚木林店

厚木市林5-7-13

050-3119-9510

メガネスーパー厚木大通り店

厚木市中町3-12-1 厚木国際ビル1F

050-3039-1175

メガネスーパー本厚木東口店

厚木市中町2-5-15

050-3097-8184

メガネスーパー厚木店

厚木市中町4-14-6 パティオビル1F

050-3094-9171

メガネスーパーいせはらcoma店

伊勢原市桜台1-3-3 いせはらcoma 107区画

050-3004-9755

メガネスーパー伊勢原白根店

伊勢原市白根534-1

050-3030-3655

ビジョンメガネ エムアイプラザ伊勢原店

伊勢原市板⼾8 エムアイプラザ内

0463-97-4579

海⽼名市扇町１３番１号 ららぽーと海⽼名１階

046-206-6080

エースコンタクト小田原ラスカ店

小田原市栄町１－１－９ 小田原ラスカ５Ｆ

0465-21-2929

メガネスーパー小田原錦通り本店

小田原市栄町2-8-5 錦ビル1F

050-3076-9970

メガネスーパーアージュ小田原店

小田原市栄町1-5-16 オゾン2

050-3063-5617

メガネスーパー鴨宮店

小田原市鴨宮621

050-3070-5338

メガネスーパー小田原中⾥店

小田原市中⾥286-7

050-3063-7515

伊勢原市

海⽼名市
エースコンタクトららぽーと海⽼名店
小田原市

鎌倉市
メガネのアイ鎌倉店

鎌倉市小町１丁目６－８ リアスコビル１Ｆ

0467-61-2301

エースコンタクト大船店

鎌倉市大船１－７－８ ハマヤビル２Ｆ

0467-45-7272

ビジョンメガネ 鎌倉大船店

鎌倉市岡本1188番地1

0467-42-8889

メガネスーパー大船店

鎌倉市大船1-23-14 富士商会ビル1F

050-3019-4710

メガネスーパー鎌倉店

鎌倉市御成町4-17 後藤ビル1F

050-3095-6585

メガネスーパー鎌倉深沢店

鎌倉市常盤208-1

050-3073-1461

川崎市
銀座メガネ⿅島田店

川崎市幸区新塚越１－１－２ ルリエ新川崎２Ｆ

044-520-9130

エースコンタクトラゾーナ川崎店

川崎市幸区堀川町７２－１ ラゾーナ川崎プラザ１Ｆ

044-201-9494

神奈川県
取扱施設名称

住所

電話番号

川崎市
富士コンタクト溝の口店

川崎市高津区溝の口２－７－２７ マルテイビル５Ｆ

044-844-6582

エースコンタクト溝の口店

川崎市高津区溝口１－７－５ 末広堂ビル４Ｆ

044-829-1144

メガネのフルヤ溝口店

川崎市高津区溝口１－８－１１

044-811-2859

眼鏡市場 川崎高津店

川崎市高津区二子６-１４-１０

044-829-3667

メガネスーパー溝ノ口本店

川崎市高津区溝ノ口1-12-17 豊田ビル1F・2F

中央コンタクトアゼリア川崎地下街店

川崎市川崎区駅前本町２６－２－１２７

044-233-9910

富士コンタクト川崎店

川崎市川崎区駅前本町５－２ 大星川崎ビル７Ｆ

044-244-0128

中央コンタクト川崎店

川崎市川崎区駅前本町７番地 岡田屋モアーズ４Ｆ

044-245-1173

辻オプティカルセンター

川崎市川崎区渡田向町２９－１１ アソルティ渡田向町１Ｆ

044-223-3711

湘南堂向ケ丘店

川崎市多摩区登⼾２７３７

044-911-8545

クリアコンタクト向ヶ丘遊園店

川崎市多摩区登⼾2767-１ サンシャイン向ヶ丘１F

044-712-5761

メガネスーパーＪＲ稲田堤駅前店

川崎市多摩区菅2-2-2 マンション上原1F

クリアコンタクト向ヶ丘遊園北口店

川崎市多摩区登⼾2027 トゥッティ向ヶ丘遊園1階

044-543-8787

アクアビジョン・ムサシコスギ

川崎市中原区小杉町３－１３０１ 東急スクエア３Ｆ

044-733-8017

銀座メガネ武蔵小杉店

川崎市中原区小杉町３－２３９－２

044-738-1813

銀座メガネ武蔵中原店

川崎市中原区上小田中４－３－１８

044-741-4780

銀座メガネ新丸子店

川崎市中原区新丸子町７４１ 藤本ビル１Ｆ

044-722-1445

ハートアップグランツリー武蔵小杉店

川崎市中原区新丸子東３－１１３５ グランツリー武蔵小杉３階

044-431-3128

湘南堂

川崎市中原区新城１－２－１６

044-766-8305

銀座メガネ武蔵新城駅前店

川崎市中原区新城３－３－１

044-798-8640

銀座メガネ武蔵新城店

川崎市中原区新城３－８－８

044-798-1331

メガネスーパー武蔵小杉店

川崎市中原区市ノ坪29番地 白十字貸店舗 1階

050-3052-7838

メガネスーパー元住吉店

川崎市中原区木月1-30-21 セントラルマンション1F

050-3029-7536

クリアコンタクト新丸子駅前店

川崎市中原区新丸子東1-832 駅前RTビル

メガネスーパー川崎市役所前店

川崎市川崎区東田町6-2 宮代ビル1F

050-3048-5140

メガネスーパー川崎新川通り店

川崎市川崎区砂子2-6-19 林ビル1F

050-3109-3065

メガネスーパー丸井川崎店

川崎市川崎区日進町1-11 丸井川崎店2F

050-3039-5157

050-3038-2963

050-3029-7671

044-920-9375

神奈川県
取扱施設名称

住所

電話番号

川崎市
メガネスーパーコーナン川崎小田栄店

川崎市川崎区小田栄2-3-1 コーナン川崎小田栄店2F

050-3035-0032

辻眼科クリニック

川崎市川崎区渡田向町29-11 アソルティ渡田向町1階

メガネスーパーイトーヨーカドー 川崎港町店

川崎市川崎区港町12-1

050-3093-6642

メガネスーパーイオン新百合ヶ丘店

川崎市麻生区上麻生1-19 イオン新百合ヶ丘2階

050-3011-1734

ビックカメララゾーナ川崎店

川崎市幸区堀川町72-1 ビックカメララゾーナ川崎店 1F

044-520-1141

ワイエス企画

相模原市中央区矢部３－１－１１ 種田眼科内

042-768-2221

エースコンタクトミウィ橋本店

相模原市緑区橋本３－２８－１ ミウィ橋本３Ｆ

042-700-7600

メガネスーパー相模大野駅前店

相模原市南区相模大野3-13-1 第一タカビル1F

050-3026-2170

メガネスーパー淵野辺店

相模原市中央区⿅沼台2-4-10

050-3023-6649

三宅眼鏡

相模原市中央区東淵野辺4-14-9

042-776-5145

ビジョンメガネ 古淵店

相模原市南区古淵3-12-11 アクシス古淵1F

042-768-0099

044-211-8115

相模原市

相模原市

座間市
メガネスーパー座間店

座間市入谷1-207-1 グリーンヒル1F

050-3022-3048

有限会社ざまコンタクト

座間市入谷5-1700-1 内藤シテイマンション1Ｆ

0462-51-6234

メガネのアイ逗子店

逗子市逗子１－６－３

046-873-8490

なぎさコンタクト

逗子市逗子1-2-15 サングレイス逗子2Ｆ なぎさ眼科内

0468-71-7182

逗子市

茅ヶ崎市
メガネスーパー茅ヶ崎駅前店

茅ケ崎市新栄町1-1 山治ビル2F

050-3107-4568

メガネスーパー茅ヶ崎⻄久保店

茅ケ崎市⻄久保775-1

050-3017-4746

ビジョンメガネ BRANCH茅ヶ崎店

茅ヶ崎市浜⾒平3番5号 ＢＲＡＮＣＨ茅ヶ崎2F

0467-38-8166

タケメガネ渋沢店

秦野市春日町１－３３

0463-87-2800

タケメガネイオン秦野店

秦野市入船町１２－１ イオン秦野店１階

0463-85-2163

メガネスーパー秦野平沢店

秦野市平沢522-13

秦野市

050-3013-1691

神奈川県
取扱施設名称

住所

電話番号

秦野市
メガネスーパー秦野南が丘店

秦野市⻄大⽵4-1

050-3110-5149

メガネスーパー東海大学前店

秦野市南矢名240-1

050-3026-1328

平塚市
中央コンタクト平塚ラスカ店

平塚市宝町１番１号 平塚ラスカ４Ｆ

0463-20-5081

エースコンタクトららぽーと湘南平塚店

平塚市天沼10番1号ららぽーと 湘南平塚３Ｆ

0463-79-5525

メガネスーパーオリンピック平塚店

平塚市代官町33-1 ＯＳＣ湘南シティ2F

050-3019-4134

藤沢市
エースコンタクト藤沢プラザ店

藤沢市鵠沼東６－１ 藤沢プラザ南館１Ｆ

0466-25-7733

中央コンタクトイトーヨーカドー湘南台店

藤沢市石川６－２－１ イトーヨーカドー湘南台店２Ｆ

0466-89-0044

エースコンタクトテラスモール湘南店

藤沢市辻堂神台１－３－１ テラスモール湘南３Ｆ

0466-86-7377

メガネスーパー藤沢南口店

藤沢市南藤沢20-6 第一興産23号館1F

050-3034-3287

メガネスーパー藤沢六会店

藤沢市⻲井野3-1-1 HILL SIDE湘南1F

050-3055-7265

メガネスーパー藤沢石川店

藤沢市石川4-8-11

050-3090-9749

ビックカメラ藤沢店

藤沢市藤沢559番地 ビックカメラ藤沢店 5F

0466-29-1254

エースコンタクトイオンモール大和店

大和市下鶴間１－２－１ イオンモール大和２Ｆ

046-260-8111

メガネスーパー大和南店

大和市大和南2-13-3 エクセル二光1F

050-3056-0423

メガネスーパー中央林間店

大和市中央林間4-16-22 ⽔島第5ビル1F

050-3013-3165

セントルカオプティカル

大和市鶴間1-31-1

046-262-7077

エースコンタクト横須賀中央店

横須賀市大滝町１－９ 品川ビル６Ｆ

046-828-5566

エイトコンタクト横須賀店

横須賀市日の出町１－８ 大和土地建物第３ビル１Ｆ

046-826-2635

中央コンタクトショッパーズプラザ横須賀店

横須賀市本町２－１－１２ ショッパーズプラザ横須賀店２Ｆ

046-828-5080

メガネスーパー横須賀店

横須賀市若松町1-1

050-3020-0723

メガネスーパー横須賀大矢部店

横須賀市大矢部3-1-5 タカラスタンダードビル1F

050-3069-9209

有限会社 オプト・タカオ

横須賀市林1-21-5

大和市

横須賀市

0468-57-6471

神奈川県
取扱施設名称

住所

電話番号

横浜市
中央コンタクト二俣川店

横浜市旭区二俣川１－４－１ 二俣川第一ビル２階

045-360-6112

杉田コンタクトレンズ相談室

横浜市磯子区杉田１－１７－１ プララ杉田３Ｆ 杉田眼科内

045-775-3912

クリアコンタクト大船駅前店

横浜市栄区笠間２－１－１

045-443-6490

エースコンタクト⼾塚モディ店

横浜市⼾塚区⼾塚町１０番地 ⼾塚モディ３Ｆ

045-869-3311

銀座メガネトツカーナ店

横浜市⼾塚区⼾塚町１６－１ トツカーナＡ５０３

045-861-6788

銀座メガネ⼾塚店

横浜市⼾塚区⼾塚町４３

045-881-0771

東海メガネ・コンタクト港南台本店

横浜市港南区港南台５－５－２２ 岡田眼科ビル３階

045-833-3363

銀座メガネ綱島店

横浜市港北区綱島東１－７－２０

045-544-1132

ＴＯＭＯＥメディカル

横浜市港北区新⽻町１６７１ 新⽻クリニックフロア

045-533-2555

ビジョンリサーチ

横浜市港北区大倉山３－２－３３ 大倉屋２Ｆ笹野眼科内

045-532-1882

中央コンタクト横浜ベイクォーター店

横浜市神奈川区⾦港町１－１０ 横浜ベイクォーター４Ｆ

045-450-5121

東海メガネ・コンタクト横浜⻄口店

横浜市神奈川区鶴屋町２－２３－２ ＴＳプラザビル１Ｆ

045-411-0554

エースコンタクト相鉄ジョイナス店

横浜市⻄区南幸１－５－１ 相鉄ジョイナス地下１Ｆ

045-314-1212

富士コンタクト横浜店

横浜市⻄区北幸１－１－５ 渡辺ビル７Ｆ

045-313-0131

ハートアップ⻘葉台店

横浜市⻘葉区⻘葉台１－６－１２ カンゼームビル３階

045-988-5760

メガネのフルヤたまプラーザ店

横浜市⻘葉区美しが丘５－１－５２

045-901-2720

エースコンタクト相鉄ライフいずみ野店

横浜市泉区和泉町６２１４－１ 相鉄ライフいずみ野２Ｆ

045-392-6111

アイケアワールド鶴⾒東口店

横浜市鶴⾒区鶴⾒中央１－５－５

045-506-1885

ひよりコンタクトレンズ販売所

横浜市鶴⾒区鶴⾒中央４－７－１１－１０１ つるみ眼科隣り

045-505-6868

エースコンタクト港北東急店

横浜市都築区茅ヶ崎中央５－１ 港北東急４Ｆ

045-944-6466

中央コンタクト横浜センター北店

横浜市都筑区中川中央１－２９－２４ アビテノール３Ｆ

045-910-0228

エースコンタクト上大岡店

横浜市南区上大岡⻄１－１８－５ ミオカ３Ｆ

045-846-9995

有限会社飯塚メディカル

横浜市鶴⾒区矢向5－6－22

045-586-0801

メガネスーパー鶴⾒店

横浜市鶴⾒区鶴⾒中央1-21-11 ニックハイム鶴⾒渡辺ビル1-1F

050-3102-9559

メガネスーパー関内店

横浜市中区山下町252 グランベル横浜ビル1F

050-3068-7179

メガネスーパーイセザキモール店

横浜市中区伊勢佐木町1-5 キニヤビル1F

050-3012-5353

横浜市

神奈川県
取扱施設名称

住所

電話番号

横浜市
メガネスーパーエスポット新横浜店

横浜市港北区北新横浜1-3-16 エスポット新横浜店2Ｆ

050-3060-7607

メガネスーパー上大岡店

横浜市港南区上大岡⻄2-2-10 ＭＫ第2ビル1F

050-3078-9772

メガネスーパー杉田店

横浜市磯子区杉田1-13-1

050-3097-3238

メガネスーパー⾦沢⽂庫店

横浜市⾦沢区釜利谷東2-14-9 旭ビル1F

050-3017-2291

メガネスーパービアレ横浜店

横浜市⾦沢区並木2-13-2 ビアレ横浜新館2F

050-3119-7407

メガネスーパー二俣川店

横浜市旭区二俣川2-58 清⽔ハーモニービル1F1号

050-3062-9651

メガネスーパー保土ヶ谷駅ビル店

横浜市保土ヶ谷区岩井町1-7 BEANS2F

050-3012-8475

メガネスーパー⼾塚店

横浜市⼾塚区矢部町1-29

050-3047-6703

メガネスーパー横浜⽴場店

横浜市泉区中田⻄1-19-15 フォンターナマンション1F

050-3026-2041

メガネスーパーたまプラーザ店

横浜市⻘葉区美しが丘1-11-3 ＵＫビル1F

050-3036-9323

メガネスーパー横浜あざみ野店

横浜市⻘葉区あざみ野1-7-5 プラネットビル1F

050-3022-8525

メガネスーパー横浜⻘葉台店

横浜市⻘葉区⻘葉台2-11-12 ⻘葉台コーポ1F

050-3018-7128

メガネスーパー十日市場店

横浜市緑区十日市場町868-1

050-3039-2722

メガネスーパー港北ＮＴセンター南店

横浜市都筑区茅ヶ崎中央19-1 タウンスクエア1F

050-3028-6185

メガネスーパー横浜瀬谷店

横浜市瀬谷区橋⼾2-27-7

050-3014-2874

高橋眼科クリニック

横浜市瀬谷区橋⼾2-31-3 グランデュールプラザ2Ｆ

045-302-6337

湘南眼科クリニック

横浜市藤沢610-1 サミットストア藤沢駅北口店2Ｆ 藤沢医療タウン

046-625-5333

メガネスーパーイオン⾦沢⼋景店

横浜市⾦沢区泥⻲1丁目27-1

アイミー株式会社 本社

横浜市港北区新横浜1-7-9 友泉新横浜一丁目ビル4F

メガネスーパー横浜パルナード店

横浜市⻄区南幸2丁目14-16 第6浅川ビル1F

エセル眼鏡

横浜市瀬谷区三ツ境7-1 ダイエー1Ｆ

045-363-9525

ビックカメラ横浜⻄口店

横浜市⻄区南幸2-1-29

045-320-0002

ビジョンメガネ ⽴場店

横浜市泉区和泉町4039-16

045-806-1278

ビジョンメガネ センター北あいたい店

横浜市都筑区中川中央1丁目1-3 ショッピングタウンあいたい3F

045-509-1277

ビックカメラ新横浜店

横浜市港北区新横浜2-100-45 ビックカメラ新横浜店 8F

045-478-1118

050-3092-2099
045-475-9367
050-3026-5489

