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報道関係者各位                                   
  2018年 8月 29日 

夢の街創造委員会株式会社 

 
夢の街創造委員会株式会社（代表取締役社長 中村利江、大阪府大阪市）が運営する日本最大級の宅配ポータルサイト『出前

館』は、2018年 8月 29日(水)より、株式会社ビジョナリ―ホールディングス（本社：東京都中央区、代表取締役社長：星﨑尚
彦、以下ビジョナリ―ホールディングス）の子会社である株式会社メガネスーパー（本社：東京都中央区、代表取締役社長：星﨑尚
彦、以下メガネスーパー）のコンタクトレンズの即日配達を 42店舗に拡大します。 

   
 
『出前館』は自宅やオフィスで食事をする際に便利な日本最大級

の宅配ポータルサイトで、現在、全国 16,874 以上のお店に出前注
文することが可能です。2016 年よりデリバリー機能を持たないお店で
も、『出前館』に加盟する複数店舗で、『出前館』が連携したデリバリ
ー機能をシェアすることによりデリバリーが可能になるサービス、シェアリ
ングデリバリー®を開始しております。 

  
 
『出前館』と「メガネスーパー」は、様々な商品を気軽にネットで注

文し、自宅やオフィスに宅配便で届くことが当たり前の昨今の環境に
おいて、コンタクトレンズが注文後 2時間以内に届く即日配達の潜在
需要は高いと考え、2016年 10月より、都内高田馬場本店、渋谷
松濤店、その後新宿中央東口店を加えた 3 店舗でコンタクトレンズ
の即日配達をスタートしています。豊富な品揃え・大量在庫のコンタ
クトレンズがご指定の場所に直ぐに届くということで、急にコンタクトレン
ズが必要になった方はもちろん、出張や仕事や病気等で外出が出来
ない方にも大変便利なサービスとして好評をいただいております。 

   
 
この度、より多くのお客様にこのコンタクトレンズの即日配達をご利用いただけるよう、双方の連携を強化し、対象店舗を 42 店舗に拡大

します。これにより、大阪・名古屋・仙台・さいたま・神奈川・新潟・静岡・福岡などの様々な地域で、『出前館』を通じて手軽にコンタクトレ
ンズのご注文が可能となります。 

  
 

 『出前館』通じてコンタクトレンズの即日配達を実施する「メガネスーパー」の 42 店舗の内 21 店舗では『出前館』のシェアリングデリバリー
®が採用されております。これまでシェアリングデリバリー®は、配達機能を持たない飲食店を中心に導入いただいておりましたが、『出前館』
では今回のコンタクトレンズの即日配達にも応用することで、日用品の即日配達ノウハウを蓄積し、シェアリングデリバリー®の配達システム
強化に活かしてまいります。 
 
 
▼シェアリングデリバリー®とは 
 デリバリー機能を持たない店舗でも、『出前館』に加盟する複数店舗で、『出前館』が連携したデリバリー機能をシェアすることによりデリバリーが可
能になるサービスです。 
 
 『出前館』に注文が入ると、該当店舗と配達を行う拠点（以下「シェアデリ拠点」）
に直ちに注文が入り、店舗は指定時間に料理を仕上げます。その後、配達は新聞販
売店を始めとするシェアデリ拠点が所有するバイクや電動自転車と配達員で行いま
す。シェアリングデリバリー®を行うエリアは、『出前館』の持つ日本最大級のデリバリー
のデータベースによって、適切な配達エリアが設定され、なおかつ、各飲食店舗のジャ
ンルによって売上を予測することができます。それにより、シェアデリ拠点においても効率
的な配達が可能となり、採算化が図れるメリットがあります。 
 
本サービスを導入することにより、店舗は新たに配達人員を採用しなくてもデリバリー

サービスを実施できます。また『出前館』をご利用されるお客様にとっては、これまで以
上に多様なジャンルのデリバリーをご注文できるようになります。 

『出前館』のシェアリングデリバリー®、飲食店以外にも応用 

メガネスーパーのコンタクトレンズ出前を 42店舗へ拡大！ 
～東京に加え、大阪・名古屋・仙台・さいたま・新潟・静岡・福岡などの都市でも展開～ 
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▼店舗により、注文受付時間、配達可能エリア、定休日、支払方法は異なります。 
詳しくは店舗ページの「店舗詳細」をご確認ください。 

 

『出前館』に加盟する「メガネスーパー」の店舗詳細 

最低注文条件 １商品～ ※配達料除く 

配達料 税込 500 円 ※7,000 円以上のご注文で配達料無料 

コンタクトレンズ 

即日配送サービス 

対象店舖 

【東京都】  【出前館 店舗ページ】 

・渋谷店  http://demae-can.jp/M0RU8_0101 

・高田馬場店  http://demae-can.jp/M0RU8_0102 

・新宿中央東口店  http://demae-can.jp/M0RU8_0103 

・八重洲日本橋店 http://demae-can.jp/M0RU8_0117 

・四谷駅前店 http://demae-can.jp/M0RU8_0141 

・秋葉原駅前店 http://demae-can.jp/M0RU8_0140 

・神楽坂店 http://demae-can.jp/M0RU8_0139 

・西葛西店 http://demae-can.jp/M0RU8_0131 

・上野広小路店 http://demae-can.jp/M0RU8_0136 

・梅屋敷店 http://demae-can.jp/M0RU8_0137 

・五反田店 http://demae-can.jp/M0RU8_0138 

・吉祥寺ダイヤ街店 http://demae-can.jp/M0RU8_0123 

・中野サンモール店 http://demae-can.jp/M0RU8_0127 

  

【神奈川】  

・川崎新川通り店      http://demae-can.jp/M0RU8_0132 

・鶴見店 http://demae-can.jp/M0RU8_0133 

・藤沢南口店 http://demae-can.jp/M0RU8_0124 

・金沢文庫店 http://demae-can.jp/M0RU8_0107 

  

【千葉県】  

・船橋店 http://demae-can.jp/M0RU8_0106 

・千葉おゆみ野店 http://demae-can.jp/M0RU8_0120 

・行徳駅前店 http://demae-can.jp/M0RU8_0130 

・稲毛店 http://demae-can.jp/M0RU8_0134 

  

【埼玉県】  

・大宮店   http://demae-can.jp/M0RU8_0125 

・武蔵浦和駅ビル店 http://demae-can.jp/M0RU8_0126 

・所沢プロペ通り店 http://demae-can.jp/M0RU8_0113 

・春日部店 http://demae-can.jp/M0RU8_0108 

・北本二ツ家店 http://demae-can.jp/M0RU8_0114 

・さいたま宮原店 http://demae-can.jp/M0RU8_0115 

・桶川若宮店 http://demae-can.jp/M0RU8_0116 

  

【大阪府】  

・NAMBAなんなん店 http://demae-can.jp/M0RU8_0143 

  

【兵庫県】  

・姫路みゆき通り店 http://demae-can.jp/M0RU8_0109 

  

【愛知県】  

・テラスウォーク一宮店 http://demae-can.jp/M0RU8_0105 

・名古屋平針・原店 http://demae-can.jp/M0RU8_0122 
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・名チカ店 http://demae-can.jp/M0RU8_0129 

・名古屋大須店 http://demae-can.jp/M0RU8_0142 

  

【福岡県】  

・天神総本店 http://demae-can.jp/M0RU8_0135 

  

【熊本県】  

・熊本東バイパス店 http://demae-can.jp/M0RU8_0110 

・熊本下通店 http://demae-can.jp/M0RU8_0119 

  

【静岡県】  

・浜松高丘店 http://demae-can.jp/M0RU8_0112 

  

【新潟県】  

・新潟新和店 http://demae-can.jp/M0RU8_0121 

  

【山梨県】  

・甲府店 http://demae-can.jp/M0RU8_0118 

  

【宮城県】  

・仙台クリスロード店 http://demae-can.jp/M0RU8_0104 

  

【福島県】  

・福島矢野目店 http://demae-can.jp/M0RU8_0111 

 

 

【『出前館』とは】 
『出前館』はアクティブユーザー数 266 万人、16,874 店舗以上（2018 年 7 月末時点）の加盟店を有する、自宅やオフィスで食事をする際に便利な日本
最大級の宅配ポータルサイトです。サイトに訪れるユーザーは、ピザ・弁当・中華・寿司・洋食・和食・エスニック・カレー・ハンバーガー・デザート・酒・ネットスーパー
など、多数のジャンルの出前サービス店舗から、メニューや"現時点でのお届けまでの待ち時間"等の情報を見て、特典付きで注文をすることができ、月間約 50
億円の出前が『出前館』を通じて行われております（2017年 7月～2018年 6月末までの平均値）。注文してから最短 20分で商品が届くというスピード感
のあるインターネットショッピングサイトです。 

 

 

【株式会社メガネスーパー 概要】 

住所：〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町 1 丁目 9 番 11 号 NEWS 日本橋堀留町 6階 

代表者：代表取締役社長 星﨑 尚彦 

URL：http://www.meganesuper.co.jp/ 

事業概要：メガネ、コンタクトレンズ及び付属品、補聴器等の販売 

資本金：１億円 

設立：1980 年 9 月 
 
 
【夢の街創造委員会株式会社 概要】 
（コード番号：2484 東京証券取引所 JASDAQ 市場）  
所在地：（大阪本社）〒541-0056 大阪市中央区久太郎町 3-6-8 御堂筋ダイワビル 8 階 
（東京本社）〒100-0005 東京都千代田区丸の内 1-8-1 丸の内トラストタワーN 館 11 階 
代表者：代表取締役社長 中村 利江 
URL：http://yumenomachi.co.jp/ 
事業概要：日本最大級の宅配ポータルサイト『出前館』の運営 
資本金：11 億 1,330 万円（2017年 9 月末現在） 
設立年月日：1999 年 9 月 9日 
 

 

※本ニュースリリースに記載されている会社名および商品・サービス名は、各社の商標または登録商標です。 
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