
取扱施設名称 住所 電話番号

アイシティルミネ有楽町 東京都千代田区有楽町２－５－１　ルミネ有楽町店　ルミネ１　７Ｆ 03-5220-3820

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

アイシティヨドバシＡｋｉｂａ 東京都千代田区神田花岡町１－１　ヨドバシＡｋｉｂａ７Ｆ 03-3525-4820

コンタクトレンズ井上サンクレール店 東京都千代田区神田駿河台４－３　新お茶の水ビル地下１階 03-3295-4031

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

アイケアクリニック東京 東京都中央区日本橋２－８－１　東京日本橋タワーアネックス２階 03-6262-6100

八重洲コンタクト八重洲本店 東京都中央区日本橋３－１－２　ＮＴＡ日本橋ビル３階 03-3271-3987

アイシティヤエチカ店 東京都中央区八重洲２－１　八重洲地下街中２号 03-3548-0280

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

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

アイシティカレッタ汐留 東京都港区東新橋１－８－２　カレッタ汐留　Ｂ１Ｆ 03-3569-7080

アイシティ表参道 東京都港区南青山５－１－２２　青山ライズスクエア１Ｆ 03-6418-7980

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

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

アイシティ浅草ＲＯＸ・３Ｇ 東京都台東区浅草１－２６－５　ＲＯＸ・３Ｇ　２Ｆ 03-5806-2170

エイジコンタクト白山店 東京都文京区白山５－３６－９　白山麻の実ビル５Ｆ 03-5842-2232

アイシティ茗荷谷 東京都文京区小日向４－６－１２　茗荷谷駅ＭＦビル２Ｆ 03-6304-1450

アイシティ王子店 東京都北区王子１－１０－１７　ヒューリック王子ビル１Ｆ 03-6908-4021

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

アイシティアピレ赤羽 東京都北区赤羽西１－５－１　赤羽アピレ２Ｆ 03-5963-3970

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

アイシティ日暮里店 東京都荒川区西日暮里２－１９－４　日暮里たちばなビル１Ｆ 03-6806-6711

アイシティルミネ北千住 東京都足立区千住旭町４２－２　ルミネ北千住７Ｆ 03-5284-3558

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

アイシティ西新井トスカ 東京都足立区梅島３－３２－６　西新井トスカ東館１Ｆ 03-5888-9190

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

アイシティアリオ亀有 東京都葛飾区亀有３－４９－３　アリオ亀有アリオモール２Ｆ 03-3602-2228

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

アイシティ錦糸町テルミナ 東京都墨田区江東橋３－１４－５　テルミナ４Ｆ 03-6666-9871

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

アイシティ東京ソラマチ店 東京都墨田区押上１－１－２　東京スカイツリータウン・ソラマチイーストヤード３階 03-5637-8205

アイシティ曳舟 東京都墨田区京島１－２－２－１０３　イーストコア曳舟三番館 03-5631-3650

片山メガネ瑞江店 東京都江戸川区瑞江２－６－８　 03-5636-1161

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

アイシティシャポー小岩 東京都江戸川区南小岩７－２４－１５　シャポー小岩Ｂ１Ｆ 03-5889-8520

（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

アイシティアリオ葛西 東京都江戸川区東葛西９－３－３　アリオ葛西店２Ｆ 03-5667-4788

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

アイシティ木場 東京都江東区木場１－５－３０　イトーヨーカドー木場店２Ｆ 03-5857-3855

アイシティスーパービバホーム豊洲 東京都江東区豊洲３－４－８　スーパービバホーム豊洲２Ｆ 03-5859-0762

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

アイシティアリオ北砂 東京都江東区北砂２－１７－１　アリオ北３Ｆ 03-5617-5070

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

眼鏡市場イオン品川シーサイド店 東京都品川区東品川４－１２－５　イオン品川シーサイドＳＣ内 03-5462-1318

アイシティアトレ大井町 東京都品川区大井１－２－１　アトレ大井町５Ｆ 03-5718-0051

アイシティアトレ目黒 東京都品川区上大崎２－１６－９　アトレ目黒１Ａ館４Ｆ 03-5423-6611

アイシティ五反田東急スクエア店 東京都品川区東五反田２－１－２　五反田東急スクエア６階 03-5422-9200

アイシティ大崎 東京都品川区大崎１－６－３　大崎ニュー・シティ２Ｆ 03-5436-2850

有限会社プピーラ 東京都品川区大崎３－６－１７　ニュー大崎ビル１階 03-3490-7180

アイシティ武蔵小山店 東京都品川区小山３丁目１５－１　パークシティ武蔵小山ザモール１Ｆ 03-6421-6865

アイシティイトーヨーカドー大森 東京都大田区大森北２－１３－１　イトーヨーカドー大森３Ｆ 03-6436-8690

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

アイシティ東急蒲田 東京都大田区西蒲田７－６９－１　東急プラザ蒲田７Ｆ 03-5714-0150

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



アイシティ渋谷宮益坂 東京都渋谷区渋谷１－１２－７　ＣＲ－ＶＩＴＥ　１Ｆ 03-3406-5775

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

アイシティアトレ恵比寿 東京都渋谷区恵比寿１－５－５　アトレ恵比寿本館６Ｆ 03-5791-5080

八重洲コンタクトレンズ渋谷店 東京都渋谷区神南１－２３－１３　丸大ビル４Ｆ 03-3770-3987

眼鏡市場渋谷店 東京都渋谷区宇田川町２０番１号　 03-5459-6968

アイシティ渋谷駅前 東京都渋谷区道玄坂２－３－２　大外ビル５Ｆ 03-5456-7800

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

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

株式会社山崎眼鏡院 東京都目黒区鷹番２－１６－２３　 03-3714-1500

有限会社アクアコンタクト 東京都目黒区八雲２－１０－１６　あつみ整形外科・眼科クリニック内 03-3725-1199

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

アイシティ中目黒 東京都目黒区上目黒３－７－７　ルネス中目黒ビル２Ｆ 03-5794-3930

枝川オプティカル株式会社 東京都目黒区中町１－２５－１２　 03-3716-4130

アイシティ三軒茶屋 東京都世田谷区太子堂４－１－１　キャロットタワーＢ１Ｆ 03-5433-6260

アイシティレシピ下北沢 東京都世田谷区北沢２－２０－１７　Ｒｅｃｉｐｅ　ＳＨＩＭＯＫＩＴＡ７Ｆ 03-5779-9580

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

アイシティ経堂コルティ 東京都世田谷区経堂２－１－３３　経堂コルティ２Ｆ 03-5426-7211

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

アイシティ二子玉川ライズ 東京都世田谷区玉川２－２１－１　二子玉川ライズ・ショッピングセンター１Ｆ 03-5797-5860

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

アイシティ新宿マルイ本館店 東京都新宿区新宿３－３０－１３　新宿マルイ本館５Ｆ 03-6384-1430

アイシティミラザ新宿店 東京都新宿区新宿３－３６－１０　ミラザ新宿　６Ｆ 03-5369-2390

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

眼鏡市場新宿東口本店 東京都新宿区新宿３－２９－１０　 03-5369-3208

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

アイシティ新宿南口 東京都新宿区西新宿１－１８－６　新宿須田ビル１Ｆ・２Ｆ 03-5324-0750

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

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

アイシティ中野駅前南口店 東京都中野区中野２－３０－８　パールスカイビル２　１階 03-6304-8231

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

眼鏡市場中野サンモール店 東京都中野区中野５－６６－７　 03-5318-5578

阿佐ヶ谷駅前眼科 東京都杉並区阿佐谷北２－１３－２　パサージュ阿佐ヶ谷２Ｆ 03-3338-1713



アイシティビーンズ阿佐ケ谷 東京都杉並区阿佐谷南３－５８－１　ビーンズ阿佐ケ谷２Ｆ 03-6265-5750

アイシティルミネ荻窪 東京都杉並区上荻１－７－１　荻窪ルミネ４Ｆ 03-5347-2672

アイシティ京王リトナード永福町 東京都杉並区永福２－６０－３１　京王リトナード永福町店３Ｆ 03-5355-3580

アイシティ高田馬場 東京都新宿区高田馬場２－１８－１１　稲門ビル２Ｆ 03-6233-9491

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

アイシティ巣鴨 東京都豊島区巣鴨１－１８－１１　十一屋ビル２Ｆ 03-6912-1510

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

アイシティ池袋 東京都豊島区東池袋１－１０－１　住友池袋駅前ビル２Ｆ 03-3971-7189

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

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

アイシティエソラ池袋 東京都豊島区西池袋１－１２－１　Ｅｓｏｌａ西池袋５Ｆ 03-6709-2550

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

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

アイシティ池袋パルコ店 東京都豊島区南池袋１－２８－２　池袋パルコ６Ｆ 03-6384-4481

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

アイシティ東武練馬 東京都板橋区徳丸２－６－１　イオン板橋ショッピングセンター４Ｆ 03-5921-2637

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

アイシティ練馬駅前 東京都練馬区豊玉北５－１７－７　ネリマビル２Ｆ 03-5946-9720

若野コンタクト 東京都練馬区石神井町６－３２－２５　 03-3997-1803

アイシティ大泉学園 東京都練馬区東大泉５－４３－１　ユメリアフェンテ４Ｆ 03-5933-1505

和真メガネ大泉店 東京都練馬区東大泉２－１０－１１　リヴィン・オズ内４Ｆ 03-3925-3260

アイシティ光が丘店 東京都練馬区光が丘５－１－１　光が丘ＩＭＡ３Ｆ 03-5967-4020

和真メガネ光が丘店 東京都練馬区光が丘５－１－１　リヴィン内５Ｆ 03-3976-9233


