埼玉県
取扱施設名称

住所

電話番号

上尾市
アイメガネ上尾東口駅前店

上尾市宮本町４－１８

原島ビル１Ｆ

048-773-0001

エースコンタクト上尾ショーサンプラザ店

上尾市谷津２－１－１

ショーサンプラザ４Ｆ

048-779-5000

コアラコンタクト上尾店

上尾市緑丘１－６－１

メガネスーパー上尾⻄口店

上尾市春日1－1－5

048-776-7445
050-3120-2896

入間市
アイメガネ⽑呂⼭店

入間郡⽑呂⼭町⽑呂本郷１３６７

049-293-0001

眼鏡市場入間

入間市下藤沢１２６４－１

042-964-9518

エースコンタクト⻄武入間ペペ店

入間市川原町２－１

04-2960-6666

入間コンタクトレンズセンター

入間市豊岡１－４－３１

メガネのフジタ

入間市豊岡１－５－３１

04-2964-0944

メガネスーパー入間店

入間市大字下藤沢1304-2

050-3029-5871

⻄武入間ペペ２Ｆ
⾦⼦眼科医院内

042-962-2376

大⾥郡
アイメガネ寄居店

大⾥郡寄居町寄居１６１５－１

048-580-0001

桶川市
エースコンタクトベニバナウォーク桶川店

桶川市下日出谷東４２街区１画地

アイメガネ桶川東口駅前通り店

桶川市寿２－１－１

眼鏡市場北上尾店

桶川市朝日３－２２－２

メガネスーパー桶川若宮店

桶川市鴨川1-5-14 ソレイユビル1F

ベニバナウォーク桶川１Ｆ

⿊須ビル１Ｆ

048-787-2911
048-777-0001
048-776-5478
050-3064-1864

春日部市
ハートアップイオンモール春日部店

春日部市下柳４２０－１

イオンモール春日部１階

エースコンタクトララガーデン春日部店

春日部市南１－１－１

メガネスーパー春日部店

春日部市粕壁東1-21-7 OMビル1F

幸松屋本町店

春日部市粕壁東1-22-1

メガネスーパーﾗﾗｶﾞｰﾃﾞﾝ春日部店

春日部市南1丁目1番1 ララガーデン春日部2F

ララガーデン春日部１Ｆ

048-718-1050
048-737-3366
050-3111-6547
048-763-1717
050-3094-6197

川口市
中央コンタクト川口店

川口市栄町３－７－１

エースコンタクトララガーデン川口店

川口市宮町１８－９

川口キャスティ２Ｆ

048-254-6112

ララガーデン川口２Ｆ

048-257-7744

埼玉県
取扱施設名称

住所

電話番号

川口市
アイメガネ川口赤井店

川口市赤井４－１６－１９

富士コンタクトアリオ川口店

川口市並木元町１－７９

048-280-0001

ベストメガネコンタクト東浦和店

川口市柳崎５－１７－１０

メガネスーパー東川口店

川口市⼾塚東2-2-30 プロスパー・イーストビル1F

⻄川口駅前アイコンタクト

川口市並木3-1-1 第二福原ビル3F

048-299-8343

中央コンタクト川越店

川越市脇田町３－５

049-223-3040

メガネスーパー川越クレアモール店

川越市新富町2-7-1 新富町伊勢原第３ビル1F

エースコンタクト川越⻄口駅前店

川越市脇田本町１－７

アイメガネ川越的場店

川越市大字的場字六畑８２３－１

アリオ川口１Ｆ
パークシティ１Ｆ

048-241-7288
048-263-6778
050-3034-8362

川越市
ＭＡＹＡビル２Ｆ
川越⻄口ビル５Ｆ

050-3113-3698
049-241-1155
049-233-0001

北⾜⽴郡
メガネスーパーウニクス伊奈店

北⾜⽴郡伊奈町学園2-188B1-16 ウニクス伊奈店 1F

050-3026-5934

北本市二ツ家3-197-1

050-3052-2310

アイメガネ⾏田旭町店

⾏田市旭町１３－４０

048-564-0001

サカタメガネ壱⾥⼭店

⾏田市壱⾥⼭町２７－１１

048-553-3900

サカタメガネ⾏田本店

⾏田市⾏田１９－８

048-556-8808

北本市
メガネスーパー北本二ツ家店
⾏田市

久喜市
ハートアップアリオ鷲宮店

久喜市久本寺字谷田７－１

アリオ鷲宮１階

0480-57-1015

アイメガネ久喜本町店

久喜市本町８－５－５９

0480-24-0001

眼鏡市場 久喜⻄店

久喜市久喜本字道合７６８-６

0480-23-2030

エースコンタクトニットーモール熊谷店

熊谷市銀座２－２４５

熊谷ニットーモール３Ｆ

048-521-8881

アイメガネ熊谷ティアラ店

熊谷市筑波３－２０２

ティアラ２１

048-525-0001

眼鏡市場 籠原店

熊谷市大字拾六間763-1

048-530-6040

アイメガネ鴻巣東駅通り店

鴻巣市東２－６－２

048-542-0001

アイメガネ鴻巣ウニクス店

鴻巣市北新宿２２５－１

熊谷市
２Ｆ

鴻巣市
ウニクス鴻巣２Ｆ

048-547-0001

埼玉県
取扱施設名称

住所

電話番号

越谷市
アイメガネ越谷花田店

越谷市花田２－１－１０

パリミキイオンせんげん台店

越谷市千間台⻄３－２

メゾンドベル１Ｆ

アイメガネ東越谷店

越谷市東越谷６－１３

エースコンタクト越谷ツインシティ店

越谷市弥生町１７－１

メガネスーパーセブンタウンせんげん台店

越谷市千間台東2-707 セブンタウンせんげん台1F

眼鏡市場 越谷大沢店

越谷市大沢３２１１-４

イオンせんげん台店３Ｆ

048-967-0001
048-978-3831
048-965-0001

越谷ツインシティＡシティ３Ｆ

048-966-5700
050-3091-7035
048-967-0882

さいたま市
富士コンタクト浦和店

さいたま市浦和区仲町１－１－１０

ＷＩＮＧ浦和ビル４Ｆ

048-831-8131

眼鏡市場 浦和上木崎店

さいたま市浦和区上木崎5丁目1番2号

048-833-4283

アイメガネ岩槻駅前通り店

さいたま市岩槻区東町１－１２

048-757-0001

メガネのノン岩槻店

さいたま市岩槻区岩槻５０２ 岩槻いまい眼科隣

048-812-7241

メガネスーパー東岩槻店

さいたま市岩槻区南平野2-25-1

アイメガネ東大宮⻄口駅前店

さいたま市⾒沼区東大宮４－１７－８

エースコンタクトコクーンシティ店

さいたま市大宮区吉敷町４－２６７－２

ハートアップ大宮店

さいたま市大宮区宮町１－５

エースコンタクト大宮ラクーン店

さいたま市大宮区宮町１－６０

大宮ラクーン４Ｆ

048-646-0232

ベストメガネコンタクト大宮店

さいたま市大宮区宮町２－２８

あじせんビル５Ｆ

048-649-6344

050-3108-8055
ルーブルビル１Ｆ
コクーン新都心東館１階

大宮銀座ビル３階

小暮ビル３Ｆ

048-652-0001
048-600-0040
048-645-6601

アップル大宮店

さいたま市大宮区桜木町１－１－２７

富士コンタクト大宮店

さいたま市大宮区桜木町２－３

アイメガネ大宮東口駅前店

さいたま市大宮区大門町１－２６

高田眼鏡店大宮ソニックシティ店

さいたま市大宮区桜木町１－７－５

DOCKbyメガネスーパー大宮マルイ店

さいたま市大宮区桜木町2-3 大宮マルイ５F

050-3004-4799

メガネスーパー大宮⻄口店

さいたま市大宮区桜木町1-1-18 誠ビル1F

050-3102-9181

ビックカメラ大宮⻄口そごう店

さいたま市大宮区桜木町1-8-4 ビックカメラ大宮⻄口そごう店 3F

048-640-4738

与野コンタクト（スカイコンタクト）

さいたま市中央区下落合１０５０－２

与野太平ビル２Ｆ

048-829-8180

エースコンタクトイオンモール与野店

さいたま市中央区本町⻄５－２－９

イオンモール与野３Ｆ

048-840-3300

アイメガネ与野本町店

さいたま市中央区本町東１－６－３

048-852-0001

眼鏡市場 埼大通り店

さいたま市中央区新中⾥１-４-２

048-825-9360

アイメガネ南浦和⻄口駅前通り店

さいたま市南区根岸１－２－１

048-861-0001

丸井大宮店５階

048-640-7772
048-644-7077
048-644-0001

ソニックシティ４階

048-647-4110

埼玉県
取扱施設名称

住所

電話番号

さいたま市
ベストメガネコンタクト武蔵浦和駅前店

さいたま市南区沼影１－１０－１

ラムザタワー２Ｆ

048-836-5488

メガネのワコー南浦和店

さいたま市南区南本町２－１－２

２Ｆ

048-837-5882

メガネスーパーコンタクト武蔵浦和駅ビル店

さいたま市南区別所7-12-1 ビーンズ武蔵浦和1階1-7B区画

048-865-7476

眼鏡市場 さいたま日進店

さいたま市北区日進町2-484-1

048-667-3660

アイメガネ本店

さいたま市北区宮原町１－５０５－１

アイ第⼀ビル

048-668-0001

エースコンタクトステラタウン店

さいたま市北区宮原町１－８５４－１

ステラモール２Ｆ

048-661-1131

エースコンタクトイオンモール浦和美園店

さいたま市緑区大字大門３７１０

イオンモール浦和美園１Ｆ

048-812-1113

メガネのワコー東浦和店

さいたま市緑区東浦和１－１４－５

048-875-5925

眼鏡市場 東浦和店

さいたま市緑区大間木412-1

048-712-3065

メガネスーパー東大宮店

さいたま市⾒沼区東大宮2-37-3 ラ・ピアッツァ東大宮マンション1F

050-3061-8988

草加市
眼鏡市場 草加栄町店

草加市栄町1-5-8

048-933-2177

アイメガネ坂⼾にっさい店

坂⼾市にっさい花みず木３－１１－３

049-280-0001

アイメガネ坂⼾北口駅前店

坂⼾市日の出町１－１

049-282-0001

オプティカルブラン

坂⼾市日の出町６－２５

049-280-5052

坂⼾コンタクト研究所

坂⼾市関間１－１－１５

049-289-8940

幸手市東２－６－７

0480-44-0001

志木市館２－７－１１

048-486-2025

坂⼾市

幸手市
アイメガネ幸手東駅通り店
志木市
柳瀬川駅前コンタクト
白岡市
メガネスーパー蓮田白岡店

白岡市⻄1-13-2

050-3128-6910

草加市
アイメガネ草加花栗店

草加市花栗４－１－１０

048-943-0001

メガネコンタクトアイショップ草加店

草加市高砂２－２－２８

048-923-1722

ベストメガネコンタクトアコス草加店

草加市高砂２－７－１

メガネセンターつりや

草加市⻘柳3-32-3

0489-36-7702

アイケイメガネ草加店

草加市清門3-25-3 大塚メディカルコミュニティ2Ｆ

048-954-5473

アイメガネ谷塚ファイン店

草加市谷塚１－１－２３

048-924-0001

イトーヨーカドー専門店街１Ｆ

048-920-6616

埼玉県
取扱施設名称

住所

電話番号

秩父市
アイメガネ矢尾メガネサロン

秩父市上町１－５－９

アイメガネ秩父中宮地店

秩父市中宮地町５－７

矢尾百貨店５Ｆ

0494-25-0001
0494-21-0001

アイビィ永田店

秩父市永田町11-17

0494-26-6190

所沢市
若葉コンタクトレンズ研究所

鶴ヶ島市富士⾒1-2-1 ワカバウォーク内

にし眼科クリニック内

049-271-2424

所沢市
ハートアップ小手指駅前店

所沢市小手指町１－８－５

食品館イトーヨーカドー小手指店２階

和真メガネ 小手指店

所沢市小手指町1－25－8 ⻄友４F

04-2923-6258

アドコンタクト所沢店

所沢市日吉町８－３

04-2925-9131

エースコンタクト所沢プロペ通り店

所沢市日吉町９－２２

メガネスーパー所沢店

所沢市日吉町15-12 田中ビル１Ｆ

メガネスーパー所沢プロぺ通り店

所沢市日吉町2番2号 キノシタビル 1・2F

04-2926-1386

眼鏡市場 東所沢店

所沢市東所沢1-4-3

04-2946-2025

いせきビル５Ｆ

フラワーイン本郷1Ｆ

04-2929-1120

04-2921-1122
050-3035-9035

⼾田市
エースコンタクトイオンモール北⼾田店

⼾田市美⼥木東１－３－１

イオンモール北⼾田２Ｆ

048-449-3000

ベストメガネコンタクト⼾田公園駅前店

⼾田市本町４－１４－２４

ダイヤモンドビルⅡ

048-434-5973

エースコンタクトイオン新座店

新座市東北２－３２－１２

イオン新座３Ｆ

メガネスーパー志木店

新座市東北2-30-16

050-3102-8213

オプティマ マルサ ビジョン

新座市野火止5-2-62 ベルポート新座駅前1002号

090-16976689

眼鏡市場 新座店

新座市栗原1-5-15

042-476-8750

アイメガネ蓮田関⼭店

蓮田市関⼭２－６－１３

048-764-0001

眼鏡市場 蓮田店

蓮田市東３－８－２４

048-764-1631

新座市
048-476-0234

蓮田市

羽生市
エースコンタクトイオンモール羽生店

羽生市川崎２－２８１－３

イオンモール羽生１Ｆ

048-560-1112

アイメガネ羽生店

羽生市南７－１－１

048-563-0001

有限会社レンズセンターオプトたちばな

羽生市下岩瀬289 栗原眼科となり

048-562-0075

埼玉県
取扱施設名称

住所

電話番号

飯能市
アルファコンタクト

飯能市仲町１２－１０

メガネスーパー飯能店

飯能市柳町22-9

ノオミ飯能店

飯能市八幡町13-20-2

飯能サンプラザ２Ｆ

042-974-8009
050-3058-0275
042-971-1511

東松⼭市
エースコンタクトピオニウォーク東松⼭店

東松⼭市あずま町４－３

ピオニウォーク東松⼭１Ｆ

アイメガネ東松⼭松本町店

東松⼭市松本町２－７－１

メガネスーパー東松⼭店

東松⼭市箭弓町1-14-10 平田ビル1F

0493-59-9911
0493-27-0001
050-3022-5456

比企郡
アイメガネ小川大塚店

比企郡小川町大字大塚５４１－１

0493-73-0001

アイメガネ嵐⼭バイパス店

比企郡嵐⼭町平沢２４０（住所：仮表⽰）

0493-61-0001

日高市⿅⼭３０１－６

042-986-0001

アイメガネ深谷上柴日赤通り店

深谷市上柴町東４－１４－７

048-571-0001

アイメガネ深谷上柴⻄店

深谷市上柴町⻄３－７－９

048-572-0001

メガネのホズミアリオ店

深谷市上柴町⻄4-2-14 アリオ深谷1F

0485-72-8008

メガネのホズミ

深谷市本住町7-58

0485-71-0927

日高市
アイメガネ日高店
深谷市

富士⾒市
富士コンタクトふじみ野店

富士⾒市ふじみ野東１－１－３

アステールふじみ野イーステーション１Ｄ号

049-256-5470

アイメガネ富士⾒鶴⾺店

富士⾒市鶴⾺１－２５－１

049-251-0001

銀座メガネ上福岡店

ふじみ野市上福岡１－７－４

049-264-6675

銀座メガネ上福岡南口店

ふじみ野市上福岡６－４－５

049-265-1395

メガネスーパービバモール埼玉大井店

ふじみ野市⻄鶴ケ岡1-3-15 ﾋﾞﾊﾞﾓｰﾙ埼玉大井

ふじみ野市

ﾌﾟﾗｻﾞ棟2F

050-3013-8417

本庄市
アイメガネ本庄南大通り店

本庄市⾒福３－１３－１２

0495-21-0001

スリーアイ松浦

本庄市⾒福３－１３－１２

0495-21-0001

眼鏡市場本庄店

本庄市大字⻄五⼗⼦２７－１

0495-23-2138

ビジョンメガネ 本庄店

本庄市⻄富田426-1

0495-22-3788

埼玉県
取扱施設名称

住所

電話番号

三郷市
アイメガネ三郷メガ

ドン・キホーテ店

三郷市さつき平１－１－１

ＭＥＧＡドン・キホーテ三郷店１Ｆ

アイメガネ三郷南口駅前通り店

三郷市三郷１－２７－７

エースコンタクトららぽーと新三郷店

三郷市新三郷ららシティ３－１－１

048-950-0001
048-949-0002

ららぽーと新三郷２階

048-959-9669

八潮市
パリミキ八潮店

八潮市中央２丁目２２－１

048-997-9343

眼鏡市場 八潮⻄店

八潮市⻄袋１３８１-３

048-999-2266

吉川市
コンタクト・メガネサロン

アイネット

メガネマーケットこども眼鏡館

吉川美南店

吉川市保１－１３－３

ライフ吉川駅前店１階

0489-81-7277

吉川市美南3-23-1 イオンタウン吉川美南 1階

048-940-1070

大⾥郡寄居町大字桜沢770－1

048-580-0810

寄居市
眼鏡市場 寄居店
和光市
メガネスーパー和光店

和光市丸⼭台1-4-15

050-3041-5009

