
取扱施設名称 住所 電話番号

ビックカメラ有楽町店 東京都千代田区有楽町１－１１－１　ビックカメラ有楽町店　６Ｆ 03-5221-8015

ベストメガネコンタクト有楽町駅前店 東京都千代田区有楽町２－１０－１　東京交通会館２Ｆ 03-5208-8666

メガネスーパー水道橋店 東京都千代田区三崎町２－９－１　三崎町ＴＳビル１階 03-5275-5038

中央コンタクトお茶の水店 東京都千代田区神田駿河台２－６－１１　第８７東京ビル５Ｆ 03-5283-6540

株式会社トゥルービュー人形町コンタクト 東京都中央区日本橋人形町２－２２－２　幸進ビル３Ｆ 03-3667-6660

中央コンタクト晴海トリトンスクエア店 東京都中央区晴海１－８－１６　晴海トリトン２階 03-3533-3535

中央コンタクト銀座店 東京都中央区銀座３－５－６　井上商会ビル７Ｆ 03-3535-0170

株式会社エイマック 東京都港区新橋２－１９－１０　新橋マリンビル３Ｆ 03-6215-8880

富士コンタクト株式会社新橋店 東京都港区新橋２－１２－１　ランディック第３新橋ビル２階 03-3503-6791

（医）セルシア会　神谷町眼科クリニック 東京都港区虎ノ門４－３－１　城山トラストタワー３Ｆ 03-6435-8960

株式会社溜池コンタクト 東京都港区赤坂１－３－５　赤坂アビタシオンビル１Ｆ 03-3586-9045

ビックカメラ赤坂見附駅店 東京都港区赤坂３－１－６　ビックカメラ赤坂見附駅店　７Ｆ 03-6230-1122

有限会社アイ・クレッド 東京都港区芝５－２７－１４　小川ビル２Ｆ 03-5232-1361

中央コンタクトアトレ品川店 東京都港区港南２－１８－１　アトレ品川２階 03-6718-6741

エースコンタクト上野マルイ店 東京都台東区上野６－１５－１　上野マルイ２階 03-6284-2888

ビスタ企画小川眼科 東京都台東区上野２－１１－６小川眼科内　 03-3831-0588

富士コンタクト上野御徒町店 東京都台東区上野１丁目２０番１０号　風月堂本店ビル６階 03-6848-0290

ベストメガネコンタクト根津駅前店 東京都台東区池之端２－７－１８　ル・ソレイユ１Ｆ　 03-5834-2636

アクアビジョン・アサクサ 東京都台東区浅草１－３３－９－２Ｆ　 03-3842-7063

エースコンタクト王子店 東京都北区王子１－１４－１　山本屋ビル１Ｆ 03-5390-7110

栄光メガネ 東京都荒川区町屋１丁目２１－１３　１０１ 03-3810-3050

クリアコンタクト町屋店 東京都荒川区荒川７－５０－９　センターまちや１１３ 03-5948-6201

ビジョンメガネ町屋店 東京都荒川区荒川６－１９－１０　　ブランメゾン諸星１Ｆ 03-5692-6799

エースコンタクトＬａＬａテラス南千住店 東京都荒川区南千住４－７－２　ＬａＬａテラス南千住２階 03-6806-8444

メガネコンタクトファイン 東京都足立区綾瀬３－１－１１　 03-3620-8201

ミルディスコンタクト 東京都足立区千住３－９８－３０３　 03-5813-1662

富士コンタクトポンテポルタ千住店 東京都足立区千住橋戸町１番地１３　ポンテポルタ千住４Ｆ 03-5284-3441

エースコンタクト北千住マルイ店 東京都足立区千住３－９２　北千住マルイ８Ｆ 03-6806-2922

有限会社アイ・ビジョン・トネガワ 東京都足立区花畑１－７－１９　横山眼科ビル２Ｆ 03-3885-3177

株式会社コバヤシ　六町メガネコンタクト 東京都足立区保木間１－２７－２　 080-7276-7250

メガネハウス 東京都足立区梅島１－４－７　 03-3887-1900

エースコンタクト西新井駅前店 東京都足立区西新井栄町２－３－１３　中里ビル２階 03-5888-3344

エースコンタクト新小岩南口駅前店 東京都葛飾区新小岩１－４８－８　イトービル４Ｆ 03-5678-6015

八木橋メディカル 東京都葛飾区西新小岩４－３６－２　 03-3697-5221

有限会社　アイコンタクト 東京都葛飾区高砂５－４０－１２　高砂眼科内 03-5660-1010



ミヤメガネ 東京都葛飾区青戸３－４１－７　夏野ビル２Ｆ青戸駅前眼科隣 03-6426-0367

エースコンタクトアルカキット錦糸町店 東京都墨田区錦糸２－２－１　アルカキット錦糸町３Ｆ 03-3622-7711

ハートアップ錦糸町パルコ 東京都墨田区江東橋４丁目２７番１４号　錦糸町パルコ５階 03-6284-0977

片山メガネ瑞江店 東京都江戸川区瑞江２－６－８　 03-5636-1161

片山メガネ松江店 東京都江戸川区西一之江４－８－２２　 03-3656-0817

京成小岩コンタクト 東京都江戸川区北小岩６－１５－５　小岩メディカルセンター新館４Ｆ 03-5622-7077

株式会社ノバックス 東京都江戸川区西小岩１－２１－８　 03-3659-9111

（有）片山メガネ篠崎店 東京都江戸川区篠崎町２－３－１０　 03-3676-0813

カティア 東京都江戸川区篠崎町７－２０－１１　 03-3676-5051

アイケアワールド西葛西店 東京都江戸川区西葛西６－１４　メトロセンター２番街 03-3675-5090

めがね工房　まつざわ 東京都江戸川区西葛西６－１０－１３　 03-3675-0220

ハートアップ有明ガーデン店 東京都江東区有明２－１－８　有明ガーデン４階 03-5962-1994

メガネスーパーららぽーと豊洲店 東京都江東区豊洲２－４－９　アーバンドックららぽーと豊洲３Ｆ　３０４２０区画 050-3123-4673

エースコンタクトアトレ亀戸店 東京都江東区亀戸５－１－１　アトレ亀戸５Ｆ 03-5858-8880

中央コンタクトＳＣスナモ店 東京都江東区新砂３－４－３１　南砂町ＳＣ　スナモ４Ｆ 03-5677-1088

大井町なかじま眼科内科 東京都品川区大井２－１－１　大井２丁目メディカルセンター１Ｆ 03-3785-1255

エースコンタクトアトレ大森店 東京都大田区大森北１－６－１６　アトレ大森４Ｆ 03-5767-4600

Ｗｉｔｈコンタクト 東京都大田区萩中２－９－１６－１１１　 03-3741-8055

翼コンタクト 東京都大田区萩中３－６－５－２０３　 03-5735-2751

エースコンタクトグランデュオ蒲田店 東京都大田区西蒲田７－６８－１　　グランデュオ蒲田　西館８Ｆ 03-5480-0830

協和コンタクト蒲田店 東京都大田区蒲田５－１８－５　第２４下川ビル５Ｆ 03-3735-9090

久が原アイコンタクト 東京都大田区久が原５－１７－８　 03-3751-7757

ビックカメラ原宿店 東京都渋谷区神宮前１－１９－２４　ビックカメラセレクト原宿店Ｂ１ 03-6804-1111

ＡＲＥＤＺコンタクト 東京都渋谷区渋谷２－７－１１　佐伯ビル２Ｆ 03-3499-4765

ア・ブルームコンタクト 東京都渋谷区渋谷１－５－５　デュラス青山１Ｆ 03-5766-0450

中央コンタクト渋谷東口店 東京都渋谷区渋谷１－２４－１４　トライアングルワタナベビル２Ｆ 03-5464-1050

ビックカメラ渋谷東口店 東京都渋谷区渋谷１－２４－１２　ビックカメラ渋谷東口店　４Ｆ 03-5466-5701

アクアビジョン・エビス 東京都渋谷区恵比寿西１－８－７　見須ビル６Ｆ 03-3770-4660

ビックカメラ渋谷ハチ公口店 東京都渋谷区道玄坂２－５－９　 03-3477-0002

富士コンタクト株式会社渋谷店 東京都渋谷区道玄坂　２－２９－１９　関口ビル　７Ｆ 03-3462-1639

協和コンタクト八王子 東京都渋谷区千駄ヶ谷５－１２－１８　ノヴレスＭ１Ｆ 03-6380-6191

ビジョンメガネ笹塚ショッピングモール店 東京都渋谷区笹塚　１－４８－１４　　笹塚ショッピングモール内２Ｆ 03-3485-8145

（目黒）アルファコンタクト 東京都目黒区目黒本町６－１－３　目黒本町眼科内 03-3711-6966

コンタクト・メガネのマスイ仁木眼科横店 東京都目黒区緑が丘１丁目１１－５　仁木眼科１階 03-3718-0743

エースコンタクト自由が丘東急ビル店 東京都目黒区自由が丘１－３０－３　自由が丘東急ビル９Ｆ 03-5731-5252

ベストメガネコンタクト自由が丘駅前店 東京都目黒区自由が丘２－１２－１９　３．４．１ビルディングイースト１Ｆ 03-5726-1778



有限会社みどりの森コンタクト 東京都世田谷区駒沢１－８－１８　 03-3422-5410

スリーＳコンタクト松陰神社店 東京都世田谷区若林４－２１－１５　みなとビルディング 03-5430-9003

スリーエスコンタクト・佐瀬 東京都世田谷区三軒茶屋１－３７－１　 03-3795-9002

明大前コンタクトレンズセンター 東京都世田谷区松原２－４５－２　明大前駅前レインボー５９１ビル３Ｆ 03-5376-6688

メガネアート経堂 東京都世田谷区宮坂３－１２－２　 03-3425-1490

アイシティ成城コルティ店 東京都世田谷区成城６－５－３４　 03-6411-5189

パリミキ成城学園前店 東京都世田谷区成城６－５－２９　 03-3483-7481

ベストメガネコンタクト四谷三丁目駅前店 東京都新宿区四谷３－７－２４　ロイクラトン四谷三丁目の青い空ビル１Ｆ 03-6380-6739

Ｊコンタクト新宿店 東京都新宿区新宿３－２５－１　ヒューリック新宿ビル９Ｆ 03-5363-0506

アイシティルミネエスト新宿店 東京都新宿区新宿３－３８－１　ルミネエスト新宿　３Ｆ 03-5361-8360

ハートアップコンタクト協和新宿東口駅前店 東京都新宿区新宿３－２５－９　高橋ビル１階 03-3356-9090

ビックカメラ新宿東口店 東京都新宿区新宿３－２９－１　ビックカメラビックロ新宿東口店　６Ｆ 03-3226-1490

メガネスーパー新宿中央東口店 東京都新宿区新宿３－２７－５　Ｋ３ビル２Ｆ 050-3050-5515

エースコンタクトルミネ新宿店 東京都新宿区西新宿１－１－５　　ルミネ１　８Ｆ 03-6279-4622

ビックカメラ新宿西口店 東京都新宿区西新宿１－５－１　ビックカメラ新宿西口店　５Ｆ 03-5326-1115

ベストメガネコンタクト新宿西口駅前本店 東京都新宿区西新宿１－７－１　松岡セントラルビル４Ｆ 03-5339-2688

エースコンタクト中野マルイ店 東京都中野区中野三丁目３４－２８　中野マルイ６Ｆ 03-5342-2666

中央コンタクト中野店 東京都中野区中野５丁目６４番９号　サンモール藤屋ビル１Ｆ 03-3385-0631

アイハウス高円寺店 東京都杉並区高円寺南４－２５－２　 03-3318-6060

ビックカメラＮＥＷ善福寺店 東京都杉並区善福寺１丁目３４番２４号　 03-5310-3500

西荻コンタクト　２１ 東京都杉並区西荻北３－１９－２　富士ビル２Ｆ 03-3397-7986

（有）川原コンタクト研究所 東京都杉並区上高井戸１－１－７　 03-3302-3734

丸尾コンタクト 東京都新宿区高田馬場３－３－１　ユニオン駅前ビル３Ｆ 03-3361-0251

メガネスーパーコンタクト高田馬場メトロピア店 東京都新宿区高田馬場１－３５－２　高田馬場メトロピア地下１階 03-6273-8621

旭コンタクトレンズ巣鴨店 東京都豊島区巣鴨１－１７－４　 03-3941-1155

Ｊコンタクト池袋店 東京都豊島区東池袋１－５－６　ビック池袋東口ビル５Ｆ 03-5953-6331

中央コンタクト池袋店 東京都豊島区東池袋１丁目２番２号　東池ビル７Ｆ 03-3981-6987

ハートアップコンタクト協和池袋東口店 東京都豊島区東池袋１－１－１　ＴＯＫビル１階 03-3985-9090

ビックカメラ池袋本店 東京都豊島区東池袋１－４１－５　ビックカメラ池袋本店　８Ｆ 03-5951-6646

富士コンタクト株式会社池袋店 東京都豊島区東池袋　１－４１－７　池袋東口ビル　　５Ｆ 03-3981-0301

万吉株式会社 東京都豊島区東池袋１－３９－１５　シャトレー東池袋５０６号室 03-3981-3040

エースコンタクト本部 東京都豊島区池袋２－４３－１　池袋青柳ビル５階 03-5979-1140

エースコンタクトルミネ池袋店 東京都豊島区西池袋１－１１－１　ルミネ池袋６Ｆ 03-5956-3800

ビックカメラ池袋西口店 東京都豊島区西池袋１－１６－３　ビックカメラ池袋西口店　４Ｆ 03-3980-0200

ヒロコンタクト＆メガネ 東京都豊島区南池袋２－２６－６　島倉ビル１階 03-3988-9713

メガネスーパー池袋マルイ店 東京都豊島区西池袋３－２８－１３　池袋マルイ４Ｆ 050-3015-5366



板橋すばる眼科 東京都板橋区中板橋２０－５－３Ｆ　モダビエント中板橋３０２ 03-6905-3511

エースコンタクト　エキアときわ台店 東京都板橋区常盤台１丁目４３番１号　ＥＱＵｉＡ　ときわ台５Ｆ 03-6454-5474

ベストメガネコンタクト練馬駅前店 東京都練馬区練馬１－８－４　コンフォ―ト練馬１Ｆ 03-3993-2244

いずみの眼科クリニック 東京都練馬区東大泉５－４０－２４　サンダリオンビル２階 03-3921-3000

横浜メガネ大泉店 東京都練馬区東大泉１－２０－３８　 03-3978-8470


