東京都23区
取扱施設名称

住所

電話番号

⾜⽴区
メガネコンタクトファイン

⾜⽴区綾瀬３－１－１１

03-3620-8201

エースコンタクトアリオ⻄新井店

⾜⽴区⻄新井栄町１－２０－１

エースコンタクト北千住マルイ店

⾜⽴区千住３－９２ 北千住マルイ８Ｆ

03-6806-2922

富⼠コンタクトポンテポルタ千住店

⾜⽴区千住橋⼾町１番地１３

03-5284-3441

アリオ⻄新井３Ｆ
ポンテポルタ千住４Ｆ

03-5888-3344

荒川区
栄光メガネ

荒川区荒川７－２０－１－１０７

03-3891-4988

クリアコンタクト町屋店

荒川区荒川７－５０－９

センターまちや１１３

03-5948-6201

エースコンタクトＬａＬａテラス南千住店

荒川区南千住４－７－２

ＬａＬａテラス南千住２階

03-6806-8444

板橋区
パリミキイズミヤ板橋店

板橋区前野町４－２１－２２

イズミヤ板橋２Ｆ

03-5970-9257

江⼾川区
⽚⼭メガネ篠崎店

江⼾川区篠崎町２－３－１０

03-3676-0813

カティア

江⼾川区篠崎町７－２０－１１

03-3676-5051

⽚⼭メガネ瑞江店

江⼾川区瑞江２－６－８

03-5636-1161

⽚⼭メガネ松江店

江⼾川区⻄⼀之江４－８－２２

03-3656-0817

めがね⼯房

江⼾川区⻄葛⻄６－１０－１３

03-3675-0220

ノバックス

江⼾川区⻄⼩岩１－２１－８

03-3659-9111

京成⼩岩コンタクト

江⼾川区北⼩岩６－１５－５

アイケアワールド⻄葛⻄店

江⼾川区⻄葛⻄６－１４

まつざわ

⼩岩メディカルセンター新館４Ｆ

メトロセンター２番街

03-5622-7077
03-3675-5090

⼤⽥区
協和コンタクト蒲⽥店

⼤⽥区蒲⽥５－１８－５ 第２４下川ビル５Ｆ

03-3739-7538

銀座メガネ⼤森店

⼤⽥区⼭王２－２－７

03-3775-3543

銀座メガネ⻑原店

⼤⽥区上池台１－３２－２

03-5754-0229

エースコンタクトグランデュオ蒲⽥店

⼤⽥区⻄蒲⽥７－６８－１

銀座メガネ⼤森中央店

⼤⽥区⼤森北１－１１－１８ ⼤森ハウス１０３

03-3298-0151

銀座メガネ⼤森２号店

⼤⽥区⼤森北１－１７－２ ⼤森センタービル

03-5767-7134

エースコンタクトアトレ⼤森店

⼤⽥区⼤森北１－６－１６

03-5767-4600

グランデュオ蒲⽥⻄館８Ｆ

アトレ⼤森４Ｆ

03-5480-0830

東京都23区
取扱施設名称

住所

電話番号

⼤⽥区
Ｎプロジェクト

⼤⽥区南六郷２－２１－９

03-3739-2746

翼コンタクト

⼤⽥区萩中３－６－５－２０３

03-5735-2751

エースコンタクト新⼩岩南⼝駅前店

葛飾区新⼩岩１－４８－８

03-5687-6015

ミヤメガネ

葛飾区⻘⼾３－４１－７ 夏野ビル２Ｆ⻘⼾駅前眼科隣

03-6426-0367

エースコンタクト王⼦店

北区王⼦１－１４－１ ⼭本屋ビル１Ｆ

03-5390-7110

⽇⽣メガネ

北区⻄ケ原１－６０－５

03-3576-0704

エースコンタクトアトレ⻲⼾店

江東区⻲⼾５－１－１ アトレ⻲⼾５Ｆ

03-5858-8880

中央コンタクトＳＣスナモ店

江東区新砂３－４－３１

03-5677-1088

トゥインクルビジョン⽊場

江東区⽊場２－５－７

ハッピーメガネ東⼤島店

江東区⼤島７－３９－１

03-3636-6215

銀座メガネ武蔵⼩⼭アーケード店

品川区⼩⼭３－２２－１７

03-3786-2116

銀座メガネ武蔵⼩⼭本店

品川区⼩⼭３－２５－３

03-5702-7172

銀座メガネ⽬⿊店

品川区上⼤崎２－２７－３ 武本ビル１Ｆ

03-3779-4669

銀座メガネ五反⽥⻄⼝店

品川区⻄五反⽥１－３０－２

03-3490-1563

銀座メガネ五反⽥Ｇタワー店

品川区⻄五反⽥１－７－１

銀座メガネ⼤井町店

品川区⼤井１－１－９

03-6429-8770

銀座メガネ荏原町店

品川区中延５－７－２

03-5750-3661

銀座メガネ⼤崎店

品川区東五反⽥２－１６－１

銀座メガネ五反⽥東⼝店

品川区東五反⽥２－２－１６

銀座メガネ⼤森北⼝店

品川区南⼤井６－１７－１０

葛飾区
イトービル４Ｆ

北区

江東区
南砂町ＳＣスナモ４Ｆ
⽊場ＫＨビル３Ｆやまぐち眼科内

03-5639-0702

品川区

ウイン五反⽥ビル

リピオ五反⽥プラグマＧタワー

ザ・パークタワー東京サウス

03-3493-3439

03-6277-3104
03-3446-8034

⼤森レインボービル

03-3767-0686

渋⾕区
アクアビジョン・エビス

渋⾕区恵⽐寿⻄１－８－７ ⾒須ビル６Ｆ

03-3770-4660

中央コンタクト渋⾕東⼝店

渋⾕区渋⾕１－２４－１４

トライアングルワタナベビル２Ｆ

03-5464-1050

ハートアップコンタクト協和渋⾕店

渋⾕区渋⾕１－２４－１５

ヒラゼン宮益ビル６階

03-3486-9090

東京都23区
取扱施設名称

住所

電話番号

渋⾕区
ア・ブルームコンタクト

渋⾕区渋⾕１－５－５ デュラス⻘⼭１Ｆ

03-5766-0450

エースコンタクト渋⾕モディ店

渋⾕区神南１－２１－３

03-3770-1001

銀座メガネ恵⽐寿店

渋⾕区東３－２５－６

富⼠コンタクト渋⾕店

渋⾕区道⽞坂２－２９－１９ 関⼝ビル７Ｆ

03-3462-1639

中央コンタクト⾼⽥⾺場店

新宿区⾼⽥⾺場１－２７－６ ＫＩビル６Ｆ

03-5292-3226

丸尾コンタクト

新宿区⾼⽥⾺場３－３－１ ユニオン駅前ビル３Ｆ

03-3361-0251

銀座メガネ四⾕三丁⽬店

新宿区四⾕３－９－１８ 慶和ビル

03-3356-3889

Ｊコンタクト新宿店

新宿区新宿３－２５－１ ヒューリック新宿ビル９Ｆ

03-5363-0506

ハートアップコンタクト協和新宿東⼝駅前店

新宿区新宿３－２５－９

⾼橋ビル１階

03-3356-9090

エースコンタクト新宿東⼝店

新宿区新宿３－２７－１

新宿第⼀ビル３Ｆ

03-5269-0055

中央コンタクト新宿⻄⼝店

新宿区⻄新宿１－１２－１

ベストメガネコンタクト新宿⻄⼝駅前本店

新宿区⻄新宿１－７－１

アイドア⻄新宿店

新宿区⻄新宿８－４－１ ナルコビル１Ｆ

03-5348-2828

荒井時計店

新宿区中落合１－１８－５

03-3951-7722

銀座メガネ阿佐ヶ⾕パールセンター店

杉並区阿佐⾕南１－３６－５

03-5378-5133

銀座メガネ阿佐ヶ⾕店

杉並区阿佐⾕北２－１３－２１

03-3336-0265

エースコンタクトアルカキット錦⽷町店

墨⽥区錦⽷２－２－１

03-3622-7711

ハートアップコンタクト協和錦⽷町店

墨⽥区江東橋３－１３－１

ＫＳ１５ビル３階

03-3846-9090

中央コンタクト錦⽷町店

墨⽥区江東橋３－１３－８ 第２⿂寅ビル２階

03-5638-6177

エイトコンタクト錦⽷町店

墨⽥区江東橋４－２６－９

03-5600-7177

渋⾕モディ３F
楠ビル

03-3440-3404

新宿区

⾼倉第⼀ビル７Ｆ

松岡セントラルビル４Ｆ

03-5325-9836
03-5339-2688

杉並区

墨⽥区
アルカキット錦⽷町３Ｆ

錦⽷町ＮＫビル５Ｆ

世⽥⾕区
メガネアート経堂

世⽥⾕区宮坂３－１２－２

03-3425-1490

明⼤前コンタクトレンズセンター

世⽥⾕区松原２－４５－２

パリミキ成城学園前店

世⽥⾕区成城６－５－２９

03-3483-7481

インスパイラル 成城学園前店

世⽥⾕区成城６－８－８

03-3483-0530

明⼤前駅前レインボー５９１ビル３Ｆ

03-5376-6688

東京都23区
取扱施設名称

住所

電話番号

世⽥⾕区
スリーエスコンタクト

世⽥⾕区太⼦堂４－２３－１３ ⼤寿ビル４階

03-3795-9002

銀座メガネ千歳烏⼭店

世⽥⾕区南烏⼭６丁⽬４番３０号

03-5314-9243

ビスタ企画⼩川眼科

台東区上野２－１１－６⼩川眼科内

03-3831-0588

ヒロ

台東区上野２－１３－１３ キクヤビル５Ｆ

03-3833-9090

中央コンタクト上野店

台東区上野２－１－９ Ｋ－ＰＬＡＺＡビル８Ｆ

03-3835-6070

富⼠コンタクト上野店

台東区上野４－１０－７ タツミビル４Ｆ

03-3837-3091

ハートアップコンタクト協和上野中央通店

台東区上野４－８－６

03-3834-9090

内⼭眼鏡店

台東区浅草４－２２－１０

ベストメガネコンタクト根津駅前店

台東区池之端２－７－１８

台東区

プラザＵビル２階

03-3876-1846
ル・ソレイユ１Ｆ

03-5834-2636

千代⽥区
中央コンタクトお茶の⽔店

千代⽥区神⽥駿河台２－６－１１

第８７東京ビル５Ｆ

03-5283-6540

ベストメガネコンタクト有楽町駅前店

千代⽥区有楽町２－１０－１

東京交通会館２Ｆ

03-5208-8666

⼩林眼科病院

千代⽥区六番町４ 朝⽇六番町マンション２０４

03-3261-2793

麹町コンタクトレンズクリニック

千代⽥区麹町２－７半蔵⾨WF3F 千代⽥眼科内

03-3264-5877

銀座メガネ銀座本店

中央区銀座２－１１－１０ 第２銀座ヤマトビル

03-3546-1526

中央コンタクト銀座店

中央区銀座３－５－６ 井上商会ビル７Ｆ

03-3535-0170

中央コンタクト晴海トリトンスクエア店

中央区晴海１－８－１６

晴海トリトン２階

03-3533-3535

中央コンタクト⽇本橋店

中央区⽇本橋室町１－５－２ 東洋ビル４Ｆ

03-3517-5055

アイケアワールド東京駅⼋重洲店

中央区⼋重洲２－１⼋重洲地下街

03-3271-3671

中央区

中２号

中野区
まいメガネ

中野区新井２－５－１３ 古屋様⽅

090-9672-060

中央コンタクト中野店

中野区中野５丁⽬６４番９号

サンモール藤屋ビル１Ｆ

03-3385-0631

エースコンタクト中野マルイ店

中野区中野三丁⽬３４－２８

中野マルイ６Ｆ

03-5342-2666

豊島区
エースコンタクトルミネ池袋店

豊島区⻄池袋１－１１－１

ルミネ池袋６Ｆ

03-5956-3800

銀座メガネコンタクト池袋店（７番店）

豊島区⻄池袋１－１－３０

東武ホープセンターノースゾーンＮ－１２区画

03-6912-9851

旭コンタクトレンズ巣鴨店

豊島区巣鴨１－１７－４

03-3941-1155

東京都23区
取扱施設名称

住所

電話番号

豊島区
ハートアップコンタクト協和池袋東⼝店

豊島区東池袋１－１－１

ＴＯＫビル１階

03-3985-9090

エースコンタクト池袋東⼝店

豊島区東池袋１－１１－４ ⼤和ビル４Ｆ

03-3982-7077

富⼠コンタクト池袋店

豊島区東池袋１－４１－７ 池袋東⼝ビル５Ｆ

03-3981-0301

Ｊコンタクト池袋店

豊島区東池袋１－５－６ アイケアビル５Ｆ

03-5953-6331

中央コンタクト池袋店

豊島区東池袋１丁⽬２番２号 東池ビル７Ｆ

03-3981-6987

銀座メガネ池袋店

豊島区南池袋３－１５－１３ 第２前⽥ビル

03-5637-8780

銀座メガネ中村橋店

練⾺区貫井１－６－８

03-3926-9582

銀座メガネ桜台店

練⾺区桜台１－４－１１

横浜メガネ⼤泉店

練⾺区東⼤泉１－２０－３８

いずみの眼科クリニック

練⾺区東⼤泉５－４０－２４

銀座メガネ練⾺店

練⾺区豊⽟北６－１－７ メイゾン豊⽟１０２

03-3557-2278

ベストメガネコンタクト練⾺駅前店

練⾺区練⾺１－８－４

コンフォ―ト練⾺１Ｆ

03-3993-2244

中央コンタクト浜松町店

港区海岸１－２－２０ 汐留ビルディング２Ｆ

03-5408-7825

MIRAI･TOKYO コンタクトのセルシア

港区⻁ノ⾨４－１－７ 第⼀松坂ビル４階

03-6435-8960

中央コンタクト品川店

港区港南２丁⽬１６番１号

03-6716-0660

アイ・クレッド

港区芝５－２７－１４ ⼩川ビル２Ｆ

03-5232-1361

銀座メガネ⽥町店

港区芝浦３－６－４ 第⼆協栄ビル

03-5442-6409

旭コンタクトレンズ新橋店

港区新橋１－８－４ 丸忠ビル８階Ａ

03-3574-9090

富⼠コンタクト新橋店

港区新橋２－６－５ 織⽥興産ビル６Ｆ

03-3503-6791

ベストメガネコンタクト御成⾨駅前店

港区⻄新橋３－１９－１４４階

03-6435-9042

中央コンタクト東京ミッドタウン店

港区⾚坂９－７－１

03-5775-4011

銀座メガネ⿇布⼗番店

港区⿇布⼗番１－５－９

練⾺区
ライオンズマンション桜台駅前

03-5912-5970
03-3978-8470

サンダリオンビル２階

03-3921-3000

港区

品川イーストワンタワー３Ｆ

ミッドタウンタワー６Ｆ

03-5775-0372

⽬⿊区
エースコンタクト⾃由が丘東急ビル店

⽬⿊区⾃由が丘１－３０－３

⾃由が丘東急ビル９Ｆ

03-5731-5252

銀座メガネメルサ⾃由が丘店

⽬⿊区⾃由が丘１－８－１９

メルサ⾃由が丘パート２２Ｆ

03-3725-0048

東京都23区
取扱施設名称

住所

電話番号

⽬⿊区
ベストメガネコンタクト⾃由が丘駅前店

⽬⿊区⾃由が丘２－１２－１９

３．４．１ビルディングイースト１Ｆ

03-5726-1778

銀座メガネ中⽬⿊駅前店

⽬⿊区上⽬⿊３－１－５

03-3715-5871

⼭崎眼鏡院

⽬⿊区鷹番２－１６－２３

03-3714-1405

銀座メガネ学芸⼤学東⼝店

⽬⿊区鷹番２－４－９

03-3711-6186

銀座メガネ学芸⼤学店

⽬⿊区鷹番３－５－１

03-6303-1701

