
メニコンローズK2シリーズ取扱施設一覧
注：来店される際には、必ず事前に施設に問い合わせを実施願います。

都道府県 市・区 得意先名 隣接眼科名 住所 電話番号

北海道 札幌市中央区 MeniconMiru札幌大通店 西三丁目眼科 北海道札幌市中央区南1条西3-8 エムズ札幌6階 011-231-6386

北海道 札幌市北区 （株）オルバニーコンタクト 阿部眼科 北海道札幌市北区北8条西3丁目28番地 011-757-0015

北海道 札幌市東区 （有）セイシンコンタクトレンズセンター 誠心眼科病院 北海道札幌市東区北15条東18丁目5-1 011-785-3111

北海道 函館市 吉田コンタクトレンズセンター 吉田眼科病院 北海道函館市本通2丁目31-8 0138-32-0754

北海道 函館市 （有）江山堂 江口眼科病院 北海道函館市末広町７-１３ 0138-23-2272

北海道 釧路市 （株）メガネ＆コンタクト　カケハシ カケハシ眼科内科 北海道釧路市共栄大通９丁目２番地 0154-23-4508

北海道 釧路市 ビューワンコンタクト 高柳クリニック 北海道釧路市南大通１丁目３番５号 0154-43-0215

北海道 旭川市 （有）永山コンタクトレンズセンタ－ こぐれ眼科医院 北海道旭川市永山３条１４丁目３−２ 0166-47-5516

青森県 青森市 ＭｅｎｉｃｏｎＭｉｒｕ青森新町店 三上眼科医院 青森県青森市新町二丁目6番27号　ＭＴビル1階 017-773-5818

青森県 八戸市 馬場町メディカルサービス（ＣＬ） 馬場町眼科クリニック 青森県八戸市馬場町２番地２ 0178-73-1662

青森県 八戸市 トーニチコンタクトレンズ 松林眼科クリニック 青森県八戸市売市二丁目１２―３２ 0178-73-3320

岩手県 盛岡市 株式会社メガネの松田 大通りコンタクトクリニック 岩手県盛岡市大通１丁目７－１ 019-651-1452

岩手県 盛岡市 （有）コバコン 小林眼科 岩手県盛岡市中野１丁目９番１２号 019-624-2605

岩手県 盛岡市 盛岡駅前コンタクト 森眼科クリニック 岩手県盛岡市盛岡駅前通１０－２２ 019-604-1150

岩手県 盛岡市 （有）アイリス青山 はしもと眼科クリニック 岩手県盛岡市青山２丁目２３番２１号 019-648-3000

岩手県 一関市 （有）くわしまコンタクト くわしま眼科クリニック 岩手県一関市山目字中野５５－１ 0191-33-2302

岩手県 奥州市 向田メガネ・コンタクト 前沢眼科クリニック 岩手県奥州市前沢区向田１丁目２０－１ 0197-41-3899

岩手県 北上市 （有）アイアイ 小田島眼科ビル内 岩手県北上市黒沢尻二丁目２－２３ 0197-65-5577

岩手県 北上市 メガネの星　えづりこ店 藤田眼科医院 岩手県北上市上江釣子17-204 0197-77-2191

岩手県 花巻市 白井コンタクト 白井眼科クリニック 岩手県花巻市材木町６－３ 0198-24-2003

岩手県 釜石市 堀コンタクト 堀医院 岩手県釜石市只越町二丁目５－２４ 0193-22-1006

岩手県 宮古市 （有）宮古メディカルコンタクト 坂本眼科クリニック 岩手県宮古市向町４－４１ 0193-64-2301

秋田県 秋田市 コンタクトレンズセンターアゴラ 太田眼科 秋田県秋田市千秋久保田町３－２１　　千秋アイラックビル１Ｆ 018-831-3977

秋田県 横手市 コンタクトショップ　Ｓａｋｕｒａ 条里コスモス眼科 秋田県横手市条里１－１０－１７ 0182-38-8885

山形県 山形市 さくらコンタクト（山形） 濱井眼科医院 山形県山形市南原町２－７－４４ 023-615-1161

山形県 山形市 （株）山形コンタクトレンズ研究所 土屋眼科医院 山形市七日町３丁目５－７ 023-632-7030

山形県 酒田市 （有）海野コンタクトレンズ 海野医院眼科 山形県酒田市中央西町４－４ 0234-22-1833

山形県 南陽市 （有）大西メディカル 大西眼科医院 山形県南陽市　赤湯２８７５－１ 0238-49-2400

宮城県 仙台市泉区 （有）カネト　（シオノ・コンタクト） シオノ眼科医院 宮城県仙台市泉区泉中央３丁目25-19 022-375-6691

宮城県 仙台市泉区 たけだコンタクト たけだ眼科 宮城県仙台市泉区市名坂字竹内100-3 022-771-6442

宮城県 仙台市青葉区 フォレスト あさひがおか眼科 宮城県仙台市青葉区旭ケ丘３丁目26-21 022-727-5393

宮城県 仙台市青葉区 五橋レンズセンター 佐藤裕也眼科医院 宮城県仙台市青葉区五橋一丁目６－２３　　五橋メディカルセンタービル 022-227-6752

福島県 いわき市 エースコンタクトいわきラトブ店 山田友愛クリニック 福島県いわき市平字田町120番地ラトブ3F 0246-25-2400

福島県 会津若松市 エースコンタクトアピタ会津若松店 会津けやき眼科 福島県会津若松市幕内南町9-10アピタ会津若松店1Ｆ 0242-38-4830

福島県 福島市 エースコンタクト福島エスパル店 福島アイクリニック 福島県福島市栄町1-1エスパル福島店2F 024-522-2050

福島県 郡山市 （有）今信商会 今泉眼科病院 福島県郡山市堂前町２０－１０ 024-938-0335

福島県 郡山市 シエナコンタクト 伊藤眼科 福島県郡山市富久山町字伊賀河原５ 024-990-2528

福島県 郡山市 （有）　アイリスコンタクト 大町眼科 福島県郡山市大町１－１－１　ホテルクラウンヒルズ郡山２Ｆ 024-934-8016

福島県 須賀川市 セントラルメディカルサービス 須賀川セントラル眼科 福島県須賀川市岡東町１０１ 0248-72-1777

群馬県 太田市 オーエムシーコンタクト 大川眼科 群馬県太田市下小林町５６－６ 0276-48-7700

群馬県 前橋市 有限会社　緑コンタクト 宮久保眼科 群馬県前橋市荒牧町７５８－１ 027-234-3511

茨城県 水戸市 (株)クリアビジョンケアカンパニー五軒町店
小沢眼科内科病院附属五軒町診療
所

茨城県水戸市五軒町２－２－１１ 029-227-1386

茨城県 守谷市 新守谷メディカル有限会社 いとう眼科 茨城県守谷市中央３－１１－２ 0297-20-0101

茨城県 土浦市 エムテック　土浦店 尾﨏眼科 茨城県土浦市永国１１１１－２ 029-825-3800

茨城県 土浦市 （有）キララコンタクト 助川眼科クリニック 茨城県土浦市大和町９－２　ULALA２　３０５ 0298-27-1103

茨城県 取手市台 （有）取手コンタクトレンズ　相談室 寺田眼科医院 茨城県取手市台宿1-8-23 0297-72-0349

茨城県 龍ヶ崎市 （有）ひまわりコンタクト ひまわり眼科クリニック 茨城県龍ヶ崎市若柴町１２３０－３ 0297-65-3920
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茨城県 神栖市 美郷メガネ わたなべ眼科クリニック 茨城県神栖市溝口１６５４－１ 0299-77-8772

千葉県 我孫子市 有限会社　ルミナス 柴田眼科 千葉県我孫子市天王台１－１－３４ 04-7183-3355

埼玉県 さいたま市北区 アイオプト日進本店 大原眼科 埼玉県さいたま市北区日進町　２－７５３－２ 048-668-1400

埼玉県 さいたま市浦和区 富士コンタクト浦和店 アイメディカルクリニック 埼玉県さいたま市浦和区仲町1-1-10ウィング浦和4F 048-831-8131

埼玉県 さいたま市緑区 エスイーシーコンタクト　浦和美園店 ほしあい眼科 埼玉県さいたま市緑区美園６－９－１０ 048-812-2266

埼玉県 春日部市 SECコンタクト春日部本店 さだまつ眼科 埼玉県春日部市谷原新田２２１３－１ 048-731-5040

埼玉県 川口市 富士コンタクトアリオ川口店 本多眼科 埼玉県川口市並木元町1-79アリオ川口1F 048-241-7288

埼玉県 東松山市 アサヒコンタクト 旭山眼科 埼玉県東松山市若松町２－１－１５ 0493-21-7011

山梨県 甲府市 （有）古屋コンタクトレンズ研究所 甲府眼科医院 山梨県甲府市朝日２－１６－２０ 0552-52-3305

東京都 千代田区 ＭｅｎｉｃｏｎＭｉｒｕ水道橋店 水道橋眼科クリニック 東京都千代田区三崎町2-15-6　Ｋ－ＳＴＡＧＥ1階 03-3230-6711

東京都 中央区 ＭｅｎｉｃｏｎＭｉｒｕ八重洲店 八重洲さくら眼科 東京都中央区八重洲2-4-11　八重洲ｈ+（アッシュプリュスビル）１階 03-6262-6370

東京都 豊島区 MeniconMiru池袋店 中安眼科クリニック 東京都豊島区東池袋1-1-4　タカセセントラルビル本館4階 03-3987-2244

東京都 豊島区 富士コンタクト池袋店 やじま眼科 東京都豊島区東池袋1-41-7池袋東口ビル5F 03-3981-0301

東京都 港区 (株)ＴＴスマイル（南青山アイクリニック） 南青山アイクリニック東京 東京都港区北青山３－３－１１　ルネ青山ビル４階 03-5772-1440

東京都 港区 鴨下眼科クリニック 鴨下眼科クリニック 東京都港区六本木７－１５－１４塩業ビル４F 03-3402-6660

東京都 港区 株式会社さくら　表参道コンタクト 工藤眼科クリニック 東京都港区南青山３－１８－１７　ｴｲｼﾞｰﾋﾞﾙ２Ｆ 03-3470-5677

東京都 渋谷区 道玄坂コンタクト 道玄坂糸井眼科 東京都渋谷区道玄坂１丁目１０－１９ 03-5784-4616

東京都 渋谷区 富士コンタクト渋谷店 なかの眼科クリニック 東京都渋谷区道玄坂2-29-19関口ビル7F 03-3462-1639

東京都 新宿区 コアテックビジョン(新宿） 新宿眼科クリニック 東京都新宿区北新宿２－２１－１　新宿フロントタワー３Ｆ 03-5330-1788

東京都 新宿区 有限会社　丸尾コンタクト高田馬場 丸尾眼科 東京都新宿区高田馬場３－３－１　ユニオン駅前ビル　３階 03-3361-0251

東京都 墨田区 コアテックビジョン(両国) 両国眼科クリニック 東京都墨田区両国４－３３－１２　グランアルブル両国　１Ｆ 03-5600-6886

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

東京都 台東区 富士コンタクト上野店 よしかわ眼科 東京都台東区上野4-10-7タツミビル4F 03-3837-3091

東京都 世田谷区 等々力コンタクトレンズ 等々力眼科 東京都世田谷区等々力３－１０－１２ 03-3701-2025

東京都 大田区 Ｎプロジェクト　株式会社 たまがわ眼科クリニック 東京都大田区南六郷２－２１－９　クレッセントハイム１Ｆ 03-3739-2746

東京都 町田市 （有）ミネルバカンパニー こなり眼科 東京都町田市中町１－１７－３　三ノ輪ビル２Ｆ 042-720-9572

東京都 町田市 富士コンタクトミーナ町田店 富樫眼科 東京都町田市原町田4-1-17ミーナ町田4F 042-724-5081

東京都 町田市 コティーオプチカル 荒木眼科 東京都町田市山崎町２２００　山崎団地３-２４ 042-793-6166

東京都 東村山市 カタオカメディカルサービス 片岡眼科医院 東京都東村山市栄町３－１０－１４　　ウメジュネス１階 042-390-6241

神奈川県 横須賀市 わかくさコンタクト 横須賀中央眼科 神奈川県横須賀市大滝町２-６　ザ・タワー横須賀中央１階 046-828-5110

神奈川県 大和市 さがみメガネ・コンタクト　つきみ野店 おおたけ眼科 神奈川県大和市下鶴間５２１ー８　つきみ野メディカルセンター２Ｆ 046-278-0033

神奈川県 横浜市青葉区 ＭｅｎｉｃｏｎＭｉｒｕ青葉台店 青葉台駅前眼科 神奈川県横浜市青葉区青葉台1-6-13 ケントロンビル2階 045-988-5303

神奈川県 横浜市西区 クィーンズ・アイ・クリニック クイーンズ・アイクリニック 神奈川県横浜市西区みなとみらい２－３－５　クイーンズタワーＣ棟４Ｆ 045-682-4455

神奈川県 横浜市西区 富士コンタクト横浜店 ベイシティクリニック 神奈川県横浜市西区北幸1-1-5渡辺ビル7F 045-313-0131

神奈川県 横浜市南区 六ツ川コンタクト 六ツ川眼科 神奈川県横浜市南区六ツ川3-75-33 045-713-4562

神奈川県 横浜市磯子区 有限会社ウェルネス　フレンズ 洋光台眼科クリニック 神奈川県横浜市磯子区洋光台3-13-5-109 045-835-0143

神奈川県 横浜市中区 関内駅前コンタクト かんない駅前眼科クリニック 神奈川県横浜市中区真砂町３－３８　　キリン関内ビル4Ｆ 045-681-3961

神奈川県 小田原市 高橋コンタクトレンズ研究所 高橋眼科クリニック 神奈川県小田原市栄町１－３－１０　天野ビル３F 0465-21-0260

神奈川県 川崎市高津区 富士コンタクト溝の口店 溝ノ口眼科 神奈川県川崎市高津区溝口2-7-27溝の口マルテイビル5F 044-844-6582

神奈川県 川崎市川崎区 富士コンタクト川崎店 きりやま眼科 神奈川県川崎市川崎区駅前本町5-2大星川崎ビル7F 044-244-0128

神奈川県 川崎市中原区 玉姫商事 中原眼科医院 神奈川県川崎市中原区下小田中２－１６－１３ 044-777-7785

神奈川県 相模原市 ワイエス企画 種田眼科 神奈川県相模原市中央区矢部３－１－１１　種田眼科内 042-768-2221

神奈川県 藤沢市 ルミネコンタクト ルミネはたの眼科 神奈川県藤沢市藤沢438-1　藤沢ルミネプラザ7階 0466-50-0901

神奈川県 藤沢市 株式会社ｙｏｕ－ｋａｒｉｇｅ こうの眼科クリニック 神奈川県藤沢市辻堂１－２－２－３F 0466-37-0881

神奈川県 富士見市 富士コンタクトふじみ野店 藤倉眼科 神奈川県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1F 049-256-5470

新潟県 柏崎市 柏崎レンズルーム むなかた眼科医院 新潟県柏崎市東本町１－８－３６ 0257-23-3701

新潟県 三条市 ＹＳＣ 三条眼科 新潟県三条市南四日町４丁目３－１０ 0256-36-0077
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都道府県 市・区 得意先名 隣接眼科名 住所 電話番号

新潟県 新潟市西区 西小針台コンタクト 整形外科・眼科 大川クリニック 新潟県新潟市西区西小針台２丁目１番３６号 025-234-5500

新潟県 新潟市西区 （有）わたなべコンタクトレンズ 新大駅前わたなべ眼科 新潟県新潟市西区坂井砂山４－１４－７ 025-268-1141

新潟県 新潟市中央区 Ｍ.Ｃ.Ｌ 松元眼科 新潟県新潟市中央区東大通り２－７－１５ 025-247-4722

新潟県 新潟市中央区 中央コンタクトレンズ 新潟眼科クリニック 新潟県新潟市中央区西堀通６番町８６６　ＮＥＸＴ２１　Ｂ１階 025-229-0450

新潟県 新潟市中央区 松田CL 松田眼科医院 新潟県新潟市中央区営所通１番町３０８－３ 025-222-2895

新潟県 新潟市中央区 出来島コンタクト なかやま眼科 新潟県新潟市中央区出来島1-6-1　メディカルビル県庁前４Ｆ 025-281-1828

新潟県 新潟市南区 （有）さいとうコンタクトレンズ 医療法人　白根さいとう眼科 新潟県新潟市南区親和町１０番２４号 025-371-5555

新潟県 新潟市江南区 シエロコンタクト 亀田眼科クリニック 新潟県新潟市江南区亀田四ツ興野三丁目２番２５号 025-382-0611

富山県 富山市 ＭｅｎｉｃｏｎＭｉｒｕ富山マリエ店 マリエ眼科クリニック 富山県富山市桜町1-1-61 マリエとやま5階５０６号 076-445-4777

富山県 富山市 日本海コンタクト 山田祐司眼科 富山県富山市堀川小泉町１－１－５ 076-422-4500

石川県 河北郡内灘町 望月メディカルコンタクト 望月眼科医院 石川県河北郡内灘町旭ヶ丘１４１ 076-239-2517

福井県 鯖江市 グリーンコンタクト鯖江店 幸道眼科 福井県鯖江市幸町１丁目４－８ 0778-54-0070

福井県 福井市 ビスコム福井 島本眼科医院 福井県福井市木田２丁目１６０１ 0776-34-7860

長野県 長野市 メガネコンタクトsuzuki 鈴木眼科医院 長野県長野市稲里町中央４丁目１番１４号 026-291-1133

長野県 長野市 アイケア 山田眼科 長野県長野市緑町1102 026-226-7620

岐阜県 岐阜市 名鉄岐阜キクチコンタクト 井上眼科 岐阜県岐阜市長住町２－４ 058-265-9100

岐阜県 中津川市 木村コンタクトレンズ 木村眼科 岐阜県中津川市手賀野４００－１ 0573-65-7880

岐阜県 岐阜市 （有）恩田コンタクトレンズ 恩田眼科クリニック 岐阜県岐阜市北島４－６－８ 058-296-1500

静岡県 静岡市葵区 ニチコン静岡 本田眼科医院 静岡県静岡市葵区紺屋町８－６　地下街 054-251-1121

静岡県 浜松市 ニチコン浜松 本田眼科医院 静岡県浜松市中区鍛冶町１２５－９ 053-455-0861

愛知県 春日井市 ルネピアコンタクト　春日井 平田眼科 愛知県春日井市瑞穂通６ー２２ 0568-85-3311

愛知県 小牧市 ルネピアコンタクト　小牧店 小牧平田眼科 愛知県小牧市堀の内４丁目５２－１ 0568-74-6606

愛知県 日進市 かぐやまコンタクト かぐやま眼科 愛知県日進市香久山５丁目１８０１　ＭＩＯ香久山２Ｆ 052-807-5812

愛知県 碧南市 株）フェイムメディカル（碧南） オオノ眼科 愛知県碧南市野田町１３０番地 0566-46-3733

愛知県 豊田市 ヨネス　豊田駅前店 河合眼科 愛知県豊田市西町６丁目２ー８　ラルガヴィータ１Ｆ 0565-47-5532

愛知県 豊田市 株）フェイムメディカル（豊田） ひらい眼科 愛知県豊田市高上１丁目４－２　ひらい眼科内 0565-88-2880

愛知県 名古屋市中区 ＭｅｎｉｃｏｎＭｉｒｕ金山店 金山総合ビル眼科 愛知県名古屋市中区金山1-12-14 金山総合ビル3階 052-331-0508

愛知県 名古屋市中区 同潤産業 眼科杉田病院 名古屋市中区栄五丁目１番３０号 052-251-6573

愛知県 名古屋市中村区 ＭｅｎｉｃｏｎＭｉｒｕミッドランド店
ミッドランドスクエア
眼科

愛知県名古屋市中村区名駅4-7-1　ミッドランドスクエア8階 052-583-1261

愛知県 名古屋市中村区 ＭｅｎｉｃｏｎＭｉｒｕＪＲゲートタワー店 ゲートタワー眼科 愛知県名古屋市中村区名駅１-１-３　ＪＲゲートタワー26階 052-462-9215

愛知県 名古屋市中村区 ニチコン相談室 水谷眼科 愛知県名古屋市中村区名駅南1-24-30　名古屋三井ビル本館B1F 052-541-6666

三重県 桑名市 中部コンタクトケア 中部眼科 三重県桑名市大字東方福島前７６８－１　中部眼科ビル内 0594-23-1120

三重県 松坂市 アクアコンタクト わきたに眼科 三重県松阪市下村町１８４３－６ 0598-60-0277

三重県 津市 アイ・エコ 東海眼科 三重県津市羽所町３９９　東海眼科ビル内１Ｆ 059-228-8113

三重県 四日市市 日永リバーサイドコンタクト（有） 川野眼科 三重県四日市市日永西１丁目３０－１２ 059-320-3030

大阪府 高槻市 ＭｅｎｉｃｏｎＭｉｒｕ高槻店 おがさ眼科医院 大阪府高槻市城北町2-4-1　ファイブプラザ3階 072-675-8141

大阪府 大阪市住吉区 杉本町コンタクト アイアイ眼科医院 大阪府大阪市住吉区山之内３－１－１６ 06-4700-3536

大阪府 大阪市西区 プラザコンタクト 平山眼科クリニック 大阪府大阪市西区千代崎１－１５－９ 06-6586-1203

大阪府 大阪市北区 ＴＣＳ高橋コンタクトショップ天六店 フジモト眼科　天六本院 大阪市北区天神橋６－５－７天六ビル１Ｆ 06-6351-8787

大阪府 大阪市 高橋メガネ・コンタクト　天王寺ＭＩＯ店 フジモト眼科　天王寺MIO分院 大阪市天王寺区悲田院町１０ー３９　天王寺ＭｉＯ　８F 06-6775-2251

大阪府 大阪市 ＴＣＳ高橋コンタクトショップルクア大阪店 フジモト眼科　ルクア大阪分院 大阪府大阪市北区梅田３－１－３　ＬＵＣＵＡ　９Ｆ 06-6347-0955

大阪府 大阪市 まつもとコンタクトレンズ まつもと眼科 大阪府大阪市生野区勝山北５－２０－２０ 06-6718-1845

兵庫県 加古川市 播磨コンタクトレンズ 兜坂眼科医院 兵庫県加古川市平岡町一色字東畑 0794-35-0193

兵庫県 姫路市 フェスタコンタクト 駅ビル眼科　フクナガ 兵庫県姫路市駅前町188番地1　ピオレ姫路6階 079-284-4477

奈良県 北葛城郡 王寺コンタクトレンス゛ 王寺眼科・耳鼻咽喉科医院 奈良県北葛城郡王寺町久度５丁目２番１２号 0745-32-5666

奈良県 橿原市 （有）橿原コンタクト 野島眼科 奈良県橿原市久米町６１５番地 0744-28-0114

和歌山県 和歌山市 ベルコンタクト 田村眼科 和歌山市黒田１２０アソートクロダ３階 073-471-5305
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和歌山県 田辺市 上の山コンタクト よしい眼科 和歌山県田辺市上の山１－１４－３４ 0739-33-7080

岡山県 岡山市 一般社団法人　大本オプティケア 大本眼科医院 岡山県岡山市中区浜２丁目８－１９ 086-273-1797

岡山県 岡山市 メガネの三城　岡山駅前店 駅前眼科診療所 岡山県岡山市北区本町６－３６－１０１第１セントラルビル　１Ｆ 086-224-2337

岡山県 倉敷市 児島眼機能研究所（アイコンタクト） 佐藤眼科医院 岡山県倉敷市児島駅前１丁目８８ 086-474-3663

岡山県 赤磐市 ピーチコンタクト 那須眼科 岡山県赤磐市下市１８６番地の１ 0869-55-8980

広島県 広島市中区 MeniconMiru広島紙屋町店 東雲眼科医院 広島県広島市中区紙屋町2-2-2 紙屋町ビル3階 082-246-7761

広島県 広島市中区 メガネのタナカ　コンタクト本店 瞳眼科 広島県広島市中区本通り２－１０　3F 082-245-5232

広島県 広島市南区 MeniconMiru広島駅前店 芙蓉ビル眼科 広島県広島市南区松原町10-25 芙蓉ビル4階 082-264-2355

広島県 広島市南区 タナカコンタクト　ゆめタウン広島 ゆめ　眼科 広島県広島市南区皆実町二丁目８－１７　3F 082-250-6442

広島県 東広島市 エムエス東広島 眼科日山医院 広島県東広島市西条町西条東山崎１２４３－４ 082-423-7555

広島県 三原市 さくらコンタクト さくら眼科クリニック 広島県三原市円一町１丁目１－７フジグラン三原2Ｆ 0848-64-7423

広島県 広島市 セントラルコンタクト セントラル眼科 広島県広島市中区基町６－２７広島センタ－街８Ｆ 082-225-3314

広島県 尾道市 まつながコンタクトレンズ まつなが眼科 広島県尾道市向東町３５６９－１ 0848-44-8601

広島県 福山市 コスモメディカルセンター 三好眼科 広島県福山市大黒町２－３９三好眼科４階 0849-27-2222

広島県 福山市 ひとみコンタクト ひとみ眼科 広島県福山市柳津町１丁目２－２６ 0849-30-0322

広島県 広島市南区 タナカコンタクトゆめタウン広島店 ゆめ眼科 広島県広島市南区皆実町2-8-17 ゆめタウン広島3F 082-250-6442

広島県 呉市 メガネの２１阿賀駅前店 奈良井眼科 広島県呉市阿賀中央6-2-11 あがプラザ2F 0823-75-2121

山口県 下関市 ウエダコンタクト ウエダ眼科 山口県下関市秋根南町１丁目１－１５ 083-257-1300

山口県 周南市 広田コンタクトレンズセンター 広田眼科 山口県周南市新町１ー２５ー１ 0834-33-1341

山口県 柳井市 フジメディカルサプライ 藤本眼科 山口県柳井市南町７－７－７ 0820-23-8777

香川県 高松市 MeniconMir高松 丸亀町眼科医院 香川県高松市丸亀町5-9　阿波屋ビル1階 087-811-5171

香川県 高松市 有限会社　レジオール（まなべ眼科） まなべ眼科クリニック 香川県高松市番町三丁目２０－２ 087-816-5580

香川県 木田郡 高松東コンタクト 小山眼科医院 香川県木田郡三木町池戸２７７７ 087-898-0338

愛媛県 今治市 今治シティコンタクト たくぼ眼科 愛媛県今治市南宝来町３丁目２－９ 0898-25-8880

愛媛県 今治市 (有)アイクリニック　マサオカ 正岡眼科 愛媛県今治市常盤町５丁目３－９ 0898-25-8000

愛媛県 松山市 （有）一色メディカルサプライ 一色眼科 愛媛県松山市小坂５丁目７番７号 089-932-1105

高知県 高知市 安岡コンタクト 安岡眼科 高知県高知市上町２丁目２－９ 0888-22-5665

福岡県 久留米市 実吉コンタクトレンズセンター 実吉眼科 福岡県久留米市天神町4-1　実吉センタービル3階 0942-39-3981

福岡県 久留米市 シティコンタクトエマックス久留米店 つきみ医院 福岡県久留米市東町上天神田316-2 エマックス・クルメ3F 0942-39-0077

福岡県 福岡市西区 シティコンタクトえきマチ1丁目姪浜店 オガワ眼科クリニック 福岡県福岡市西区姪浜4-8-2 えきマチ1丁目姪浜1F 092-892-3333

福岡県 福岡市中央区 MeniconMir福岡 橋口ビル眼科診療所 福岡県福岡市中央区天神3-1-16 橋口ビル1階 092-751-8060

福岡県 福岡市東区 シティコンタクトえきマチ1丁目香椎店 ふくまきアイクリニック 福岡県福岡市東区香椎駅前1-11-1 えきマチ1丁目香椎3F 092-673-0001

福岡県 福岡市東区 香椎コンタクトレンズセンター 中村眼科医院 福岡県福岡市東区香椎駅前２丁目１４－１２ 092-672-2227

福岡県 福岡市東区 和白コンタクトレンズ 松野眼科医院 福岡県福岡市東区和白３－１７－２３ 092-607-7397

福岡県 福岡市南区 シティコンタクト大橋駅前店 シティクリニック 福岡県福岡市南区大橋1-8-19 プロベニオ大橋5F 092-557-3100

福岡県 福岡市南区 （有）竹本コンタクト 竹本整形外科・眼科クリニック 福岡県福岡市南区井尻３丁目１３－１４ 092-582-8858

福岡県 福岡市南区 メガネのヨネザワ老司店 望月眼科 福岡県福岡市南区老司４丁目１－４５ 092-566-0680

福岡県 福岡市博多区 ハヤシオプティカル 林　眼科医院 福岡県福岡市博多区博多駅前4-23-35 092-434-2313

福岡県 福岡市早良区 なかよしコンタクト なかよし眼科クリニック 福岡市早良区野芥７丁目１９－３５ 092-871-6666

福岡県 北九州市若松区 高須コンタクト むらかみ眼科医院 福岡県北九州市若松区高須東3-13-10 093-742-3777

福岡県 北九州市小倉北区 シティコンタクト小倉駅アミュプラザ店 東眼科 福岡県北九州市小倉北区浅野1-1-1 小倉駅アミュプラザ7F 093-512-1244

福岡県 北九州市小倉北区 魚町コンタクト 魚町眼科 福岡県北九州市小倉北区魚町１丁目１番１号ヤマハビル７Ｆ 093-511-2266

福岡県 大牟田市 メガネのヨネザワ大牟田吉野店 中山眼科医院 福岡県大牟田市吉野９５０−１ 0944-58-4377

福岡県 福岡市中央区 （株）武田メガネ（コンタクト中央店） 天神眼科　育子クリニック 福岡市中央区天神２丁目１０－１９武田メガネビル　４Ｆ 092-733-9111

福岡県 唐津市 （株）武田メガネ（コンタクト唐津店） 加藤眼科医院 佐賀県唐津市西城内６－４３ 0955-70-0234

佐賀県 伊万里市 シティコンタクト伊万里店 伊万里眼科 佐賀県伊万里市新天町460-11 0955-20-0500

佐賀県 佐賀市 シティコンタクト佐賀店 こうの眼科クリニック 佐賀県佐賀市駅前中央1-5-10 朝日生命佐賀駅前ビル1F 0952-28-0800



メニコンローズK2シリーズ取扱施設一覧
注：来店される際には、必ず事前に施設に問い合わせを実施願います。

都道府県 市・区 得意先名 隣接眼科名 住所 電話番号

佐賀県 武雄市 シティコンタクト武雄店 谷口眼科 佐賀県武雄市武雄町大字武雄385-2 0954-26-8233

大分県 大分市 （有）てあメディカルコンタクト 矢野眼科 大分県大分市中央町１丁目５番１０号 097-534-1310

大分県 中津市 ヨネザワコンタクトゆめタウン中津店 愛アイクリニック 大分県中津市島田１３４−１　 0979-27-0388

長崎県 佐世保市 アイコンタクト（佐世保） 梶原眼科医院 長崎県佐世保市三浦町１番１号 0956-24-6175

長崎県 佐世保市 シティコンタクト佐世保店 シティ眼科 長崎県佐世保市上京町5-9 メルクール2F 0956-23-5359

長崎県 佐世保市 シティコンタクトさせぼ五番街店 シティ眼科 長崎県佐世保市新港町2番1号 させぼ五番街1階 0956-37-3717

長崎県 佐世保市 京坪コンタクト ほかお眼科 長崎県佐世保市松川町4-10 0956-22-3080

長崎県 長崎市 中央橋コンタクト 中央橋眼科 長崎県長崎市銅座町６－１９　佐々木ビル１Ｆ 095-818-6188

長崎県 長崎市 ベストビジョン　アイプラス ぜにや眼科 長崎県長崎市浜町７－１５ 0120-051-387

熊本県 熊本市中央区 ＭｅｎｉｃｏｎＭｉｒｕ熊本店 通町眼科医院 熊本県熊本市中央区上通町1-26ａｕｎｅKUMAMOTO4階 096-325-6327

熊本県 熊本市中央区 （有）水前寺コンタクト くまがい眼科 熊本県熊本市中央区水前寺公園５－３８Ｌａｔｔｉｃｅ水前寺公園　１Ｆ 096-284-1946

大分県 大分市 永田コンタクトレンズ 永田眼科 大分県大分市中央町2-2-17 097-537-0808

鹿児島県 鹿児島市 ＭｅｎｉｃｏｎＭｉｒｕ鹿児島天文館店 酒瀬川眼科クリニック 鹿児島県鹿児島市東千石町13-29 天文館ビル3階 099-226-4648

鹿児島県 薩摩川内市 シティコンタクト薩摩川内店 こがひさお眼科クリニック 鹿児島県薩摩川内市中郷1-39-18 0996-21-1311

鹿児島県 奄美市 あさひメガネ まさや眼科 鹿児島県奄美市名瀬朝日町　１４－１３ 0997-69-3898

沖縄県 那覇市 オキュコンタクト 沖映通り　眼科 沖縄県那覇市牧志１－４－４３　新川ビル２F 098-868-1980


