大阪府
取扱施設名称

住所

電話番号

茨木市
ビジョンメガネ 東茨木店

茨木市⾈木町2-1 シャトー⿊⽥1F

072-630-5678

中央コンタクトららぽーと和泉店

和泉市あゆみ野４－４－７ ららぽーと和泉４Ｆ

0725-51-2981

ビジョンメガネ 光明池店

和泉市室堂町824番36 コムボックス光明池2F

0725-57-1369

コンタクトレンズギャラリー天王寺店

大阪市阿倍野区阿倍野筋１－５－３６ 阿倍野センタービルＢ１Ｆ

06-6772-9595

ハートアップあべのキューズモール店

大阪市阿倍野区阿倍野筋１－６－１ あべのマーケットパークＱʼｓＭａｌｌ１階

06-6649-3101

シミズメガネあべの店

大阪市阿倍野区天王寺町南2-1-6

06-6714-1638

ビジョンメガネ 千林店

大阪市旭区今市町1-1-5

06-6958-2666

中央コンタクトイオンモール大阪ドームシティ店

大阪市⻄区千代崎３丁目１３番地１ ２階

06-6581-1112

中央コンタクト心斎橋店

大阪市中央区心斎橋筋１－５－１８ 藤井ビル３Ｆ

06-6243-7080

レンズダイレクト心斎橋店

大阪市中央区心斎橋筋１－８－１ 眼鏡市場・アルク店内２Ｆ

06-4704-6533

スマートコンタクト心斎橋店

大阪市中央区心斎橋筋１丁目３番１５号 心斎橋ＮＳＤビル３階

06-6258-9191

メガネスーパー⻄心斎橋店

大阪市中央区⻄心斎橋1-13-18 ｲﾅﾊﾞﾋﾞﾙ1F

レモンコンタクト心斎橋店

大阪市中央区南船場３－１２－９ 心斎橋プラザビル東館１１階

06-6258-9650

中央コンタクトなんば店

大阪市中央区難波３丁目５番１１号 東亜ビル５Ｆ

06-6634-4500

大阪タカシマヤメガネサロン

大阪市中央区難波５－１－５ 大阪タカシマヤ５Ｆメガネサロン

06-6631-5165

メガネスーパーNAMBAなんなん店

大阪市中央区難波5丁目 なんなんﾀｳﾝ5号

ハートアップなんば店

大阪市中央区難波三丁目５－１ ナンバ一番ビル２階

06-6643-8515

ビックカメラなんば店

大阪市中央区千日前2-10-1 ﾋﾞｯｸｶﾒﾗなんば店 2F

06-6634-1050

中央コンタクト天王寺店

大阪市天王寺区悲⽥院町９－２０ 阿倍野橋ビル４Ｆ

06-6771-4777

ドリームクリニック

大阪市天王寺区筆ケ崎町５－５２ ウエルライフ上本町クリニック

06-6772-6341

ハートアップ京橋店

大阪市都島区東野⽥町２－３－１４ 大京本社ビル４階

06-6882-4465

コンタクトレンズギャラリー京橋店

大阪市都島区東野⽥町２－９－１２ 松和京橋第２ビル４階

06-6358-9090

ビジョンメガネ 針中野店

大阪市東住吉区中野4-12-25

06-6769-3459

シミズメガネ今⾥店

大阪市東成区大今⾥3-14-17

06-6977-1760

今⾥コスモス薬局

大阪市東成区大今⾥3-1-6

06-4309-5400

和泉市

大阪市

050-3077-4955

050-3042-0767

大阪府
取扱施設名称

住所

電話番号

大阪市
㈱姫

大阪市東成区大今⾥4-27-32 新名眼科内

06-6976-7861

コンタクトレンズギャラリー上新庄店

大阪市東淀川区瑞光１丁目１１番３号 Ｍステーションビル４階

06-4809-0333

眼鏡市場東淀川大桐店

大阪市東淀川区大桐一丁目７番１１号

06-6990-7468

中央コンタクト梅⽥店

大阪市北区角⽥町１－２０ フキヤビル７Ｆ

06-6376-0370

コンタクトレンズギャラリー梅⽥店

大阪市北区芝⽥１丁目１番２６号 松本ビル８階

06-4802-9595

ハートアップヨドバシ梅⽥店

大阪市北区大深町１－１－１ ヨドバシ梅⽥ビル７階

06-6377-2925

ハートアップうめだ店

大阪市北区茶屋町２－１９ ＪＰＲ茶屋町ビル５階

06-6373-7778

ﾊｰﾄｱｯﾌﾟﾋﾞｼﾞｮﾝｽｸｴｱＮＵ茶屋町店

大阪市北区茶屋町10番12号 ＮＵ茶屋町4階

06-6372-0025

メガネスーパー天六店

大阪市北区天神橋5-5-12 ﾂﾊﾞｻﾋﾞﾙ1F

アイミー株式会社 大阪営業所

大阪市北区梅⽥2-6-20 パシフィックマークス⻄梅⽥4Ｆ

メガネスーパーエキマルシェ大阪アルビ店

大阪市北区梅⽥3-1-1 ｴｷﾏﾙｼｪ大阪内ｱﾙﾋﾞ

眼鏡市場 ホワイティうめだ店

大阪市北区角⽥町梅⽥地下街5-1 ホワイティうめだ

06-6361-2018

有限会社グリーンコンタクト南巽

大阪市生野区巽南3-18-28 南巽グリーンマンション102藤⽥眼科内

06-6751-6171

シミズメガネ鴫野店

大阪市城東区鴫野⻄5-15-7

06-6968-1515

ビジョンメガネ 住之江北店

大阪市住之江区北加賀屋1-4-20 グランペール1F

06-6684-2459

ビジョンメガネ 放出店

大阪市鶴⾒区放出東2-9-14 イイダビル1F

06-6961-6457

メガネスーパー大阪大国町店

大阪市浪速区敷津⻄2-1-26 ﾀｲﾎｳﾊｲﾂ敷津3番館1F

有限会社みつまコンタクト

大阪市⻄成区千本中2丁目12-12

06-6661-2843

ビジョンメガネ 歌島橋店

大阪市⻄淀川区御幣島1-8-8 ラ・ポール御幣島1F

06-6472-8880

⻄淀コンタクト

大阪市⻄淀川区柏⾥2-8-14

06-6471-0270

ビジョンメガネ 都島店

大阪市都島区都島北通1丁目4-33

06-6921-8889

ビジョンメガネ 十三店

大阪市淀川区新北野1-3-4

06-6838-1778

大阪狭山市⾦剛2-9-7

072-360-2259

交野市私部⻄1-33-20 ｲｽﾞﾐﾔ交野店1F

072-894-0522

050-3078-2669
06-7713-2595
050-3019-6264

050-3074-9015

大阪狭山市
ビジョンメガネ ⾦剛店
交野市
シミズメガネイズミヤ交野店

大阪府
取扱施設名称

住所

電話番号

門真市
メガネの愛眼古川橋駅前店

門真市末広町41-2 ﾀﾞｲｴ-古川橋駅前店3F

06-6909-5770

柏原市国分本町2-6-11 ﾊｲｸﾞﾚｰﾄﾞ国分ﾏﾝｼｮﾝ1F

072-976-2050

河内⻑野市本町２６－５ 喜多ビル１階

0721-56-1717

ハートアップ岸和⽥カンカンベイサイドモール店

岸和⽥市港緑町３－１ 岸和⽥カンカンベイサイドモールＥＡＳＴ３階

072-438-7711

ビジョンメガネ 岸和⽥店

岸和⽥市⼩松⾥町2405番地

072-448-5789

ビジョンメガネ コーナン中もず店

堺市北区中百⾆⿃町3-428-2

072-275-4440

ビジョンメガネ 三国ヶ丘店

堺市北区百⾆⿃梅北町1-25-1 ホームセンターコーナン1F

072-240-5790

四条畷市岡山東1-378-2

072-862-0555

ビジョンメガネ 吹⽥朝日町店

吹⽥市朝日町19番22号

06-6318-2340

スマイルコンタクト江坂店

吹⽥市豊津町14-8 江坂オッツ5F

06-6192-4321

コンタクトレンズギャラリー江坂店

吹⽥市豊津町１４番８号 香川東急ビル「東急プラザオッツ」５階

06-4861-9595

大東市野崎１－６－２６ ⼩林眼科医院内

072-863-3800

ハートアップ高槻店

高槻市芥川町１－２－Ｂ０２０２ ＡＣＴａｍｏｒｅ（アクトアモーレ）２階

072-682-9150

コスモコンタクト

高槻市紺屋町６－７ レスポアール紺屋２Ｆ

072-684-8778

メガネスーパー高槻店

高槻市高槻町4-3 ｻﾀﾘｰ第1ﾋﾞﾙ1F

柏原市
シミズメガネ国分店
河内⻑野市
ハートアップ河内⻑野店
岸和⽥市

堺市

四条畷市
シミズメガネ忍ケ丘店
吹⽥市

大東市
コンタクトレンズＬＡＩＬＡ
高槻市

050-3081-7894

豊中市
ハートアップ千⾥中央店

豊中市新千⾥東町１－４－１ 阪急千⾥中央ビル２階

メガネスーパー豊中庄内店

豊中市庄内⻄町2-4-3 庄内駅前ﾋﾞﾙ1F

06-6871-7761
050-3120-6451

大阪府
取扱施設名称

住所

電話番号

寝屋川市
中央コンタクトビバモール寝屋川店

寝屋川市寝屋南２丁目２２番２号 ビバモール寝屋川２階

072-812-1024

ハートアップ瓢箪山店

東大阪市瓢箪山町１－３０ 御神⽥ビル４階

0729-85-8100

シミズメガネイトーヨーカ堂東大阪店

東大阪市吉⽥下島1-1 ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ東大阪店1Ｆ

072-967-0177

シミズメガネ池島店

東大阪市新池島町2-21-12

072-987-8177

シミズメガネ瓢箪山店

東大阪市神⽥町6-21

072-984-0246

東大阪市

東大阪市

東大阪市
メガネスーパー布施店

東大阪市足代2-5-19 東大阪大治ﾋﾞﾙ1F

050-3036-5403

シミズメガネ本店

東大阪市⻑栄寺2-12

06-6782-2952

羽曳野市⻄浦6丁目3-3

072-956-4309

ハートアップくずはモール店

枚方市樟葉花園町１５－１－１２０ ＫＵＺＵＨＡＭＡＬＬ本館１階

072-809-5101

メガネスーパー枚方店

枚方市大垣内町2-5-7 宮村ﾋﾞﾙ1F

eyevory くずは店

枚方市北船橋町30

072-808-8910

藤井寺市岡２－１０－１８ Ｄ・Ｈ藤井寺 ２階

072-937-3050

箕面市⻄宿１丁目１２番８号 みのおキューズモールＥＡＳＴ３－２Ｆ

072-749-1011

守口市菊水通2-9-13

06-6995-2789

ビジョンスタイル八尾店

八尾市光町2丁目60番 ＬＩＮＯＡＳ2階

072-990-6220

シミズメガネ志紀店

八尾市天王寺屋2-18-2 第2ﾄ-ｴ-ﾏﾝｼｮﾝ

072-949-9549

羽曳野市
ビジョンメガネ 羽曳野店
枚方市
050-3030-9217

藤井寺市
ハートアップ藤井寺店
箕面市
中央コンタクトみのおキューズモール店
守口市
ビジョンメガネ 守口店
八尾市

