
エヴァンゲリオンコラボ眼鏡取扱店

店名 住所１ 住所２ 電話番号 ホームページ

メガネショップみしま 北海道 網走郡美幌町　大通北１丁目 0152-73-3028

メガネの玉屋　Ｈｕｇ ハグ 北見店 北海道 北見市光西町１８０－１ 0120-088592 http://www.tamaya-opt.com/index.html

めがねのナカムラ 川端店 北海道 旭川市川端町7条10丁目 0166-52-3123 http://opt-nakamura.jp/shop_a-kawabataten.html

メガネの太陽堂 北海道 稚内市大黒3-2-10 0162-23-2003

メガネのワコー　石川店 北海道 函館市石川町314番1 0138-47-2882

メガネのワコー　赤川店 北海道 函館市富岡町3丁目22番1号 0138-43-1881

プラスオッポ　イオンモール苫小牧店 北海道 苫小牧市柳町3-1-20　イオンモール1F 0144-57-0204 http://oppo-pb.com/shop-tomakomai/

メガネのシオジリ 西友手稲店 北海道 札幌市手稲区前田１条１１丁目３１１－１ 西友手稲店 1Ｆ 011-681-8900 https://www.shiopt.com/shoplist/teine/

メガネのシオジリ　パワーズ旭川店 北海道 旭川市永山町12条4丁目　パワーズ内 0166-46-2244 https://www.shiopt.com/shoplist/asahikawa/

メガネの早川　イオン店 北海道 釧路市昭和中央4-18-1　イオンモール釧路昭和 1F 0154-55-7625 http://www.megahaya.com/index.html

メガネの早川　星が浦店 北海道 釧路市星が浦大通2丁目　ぴあざフクハラ 内 0154-54-2685 http://www.megahaya.com/index.html

㈱すずき 北海道 根室市大正町 １丁目３２番地３ 0153-23-4567 http://www.suzuki-nemuro.jp/index.html

オバラメガネ苫小牧日新店         北海道 苫小牧市日新町2丁目7-7 0144-76-6600 http://www.obara-megane.jp/

ANOTHER ANGLE イオン苫小牧店 北海道 苫小牧市柳町3丁目1-20 イオン苫小牧店 2F 0144-52-5877 http://www.obara-megane.jp/

オバラメガネ イオン上磯店 北海道 北斗市七重浜4丁目44-1 イオン上磯店 1F 0138-49-8225 http://www.obara-megane.jp/

オバラメガネ MEGAドン・キホーテ函館店 北海道 函館市美原1丁目7-1 MEGAドン・キホーテ函館店 1F 0138-45-3671 http://www.obara-megane.jp/

オバラメガネ イトーヨーカドー花巻店 岩手県 岩手県花巻市下小舟渡118-1 イトーヨーカドー花巻店2F 0198-22-2303 http://www.obara-megane.jp/

キクヤメガネ　サンロード店 青森県 青森市緑3-9-2 017-776-2223 http://www.kikuyamegane.com/

キクヤメガネ　　ラセラ東店 青森県 青森市八重田4-2-1　ラ・セラ東バイパスＳＣ　1Ｆ 017-718-0340

キクヤメガネ 　しんまち本店 青森県 青森市新町1-11-17 017-723-1818 http://www.kikuyamegane.com/

キクヤメガネ　ガーラモール店 青森県 青森市三好2-3-19（マエダガーラモール店 2F） 017-761-1818 http://www.kikuyamegane.com/

メガネのヨネカツ 青森県 上北郡東北町上笹橋17-19 0175-63-2753

メガネクラブ　本店 岩手県 盛岡市大通3-1-15 019-681-1261 http://www.megane-club.co.jp/shop/honten/

メガネクラブ　上田店 岩手県 盛岡市上田1-7-18 019-601-6290 http://www.megane-club.co.jp/shop/ueda/

メガネクラブ　青山店 岩手県 盛岡市青山4-45-19 019-681-1623 http://www.megane-club.co.jp/shop/aoyama/

メガネクラブ　矢巾店 岩手県 紫波郡矢巾町南矢幅9-197 019-681-1046 http://www.megane-club.co.jp/shop/yahaba/

メガネクラブ　都南店 岩手県 盛岡市永井23-7-2 019-681-1537 http://www.megane-club.co.jp/shop/tonan/
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メガネ工房 くまがい 岩手県 一関市花泉町涌津　字下原28-2 0191-82-2223

岩手時計店 岩手県 盛岡市中央通り2-8-18 0196-22-9948 https://iwatetokei.wixsite.com/iwatetokei

メガネのフロントワン 岩手県 盛岡市前潟２丁目1-26 019-605-4022 http://www.megamatu.net/

カモヤ眼鏡店 秋田県 秋田市保戸野通町3-26 018-862-6837 http://ka-mo-ya.com/

ワカバヤシ眼鏡店 秋田県 横手市鍛冶町２-２ 0182-33-1010 https://maruwakawakabayashi.web.fc2.com/

秋田　メガネのアイアイ 秋田県 秋田市御所野地蔵田1-1-1　イオン秋田SC 3F 018-889-6653 http://meganenoeyeeye.blog.fc2.com/

オプティーク ツシマ 秋田県 湯沢市柳町2-1-55 0183-73-2424

メガネのクロサワ 秋田県 大仙市大曲通町３－２ 0187-63-2558 http://www.kurosawa-tokei.com/

株式会社　荘内眼鏡院 山形県 酒田市亀ヶ崎3-10-3 0234-26-6777

ベルティーサイトウ 　山形店 山形県 山形市鉄砲町2-20-20 023-625-5151 http://www.verty-saito.jp/

（株）スズキコーポレーション 福島県 いわき市平谷川瀬1-12-18 0246-23-4700

メガネプランナーハマダ 福島県 いわき市　常磐西郷金山14-4 0246-84-5445 http://hamadaoffilcial.blog.fc2.com/

南東北メガネコンタクト 福島県 郡山市八山田7-166 024-927-7780

メガネの石沢 福島県 福島県 二本松市若宮2-154-15 024-555-2385 http://megane-ishizawa.jp/

サンコーメガネ 栃木県 佐野市赤坂町956-19　フレッセイ佐野店 0283-22-6771 http://sankomegane.jugem.jp/

斎藤眼鏡商会 群馬県 前橋市元総社町1丁目33-1 027-251-2205

はまや 群馬県 吾妻郡中之条町中之条町（大字）１７５６−２ 0279-75-0808 http://www.hamaya-shop.jp

メガネハウスめいしゅう　みどり大間々店 群馬県 みどり市大間々町　大間々19-18 0277-70-1100 http://www.megane.info/

オプトビュー 埼玉県 白岡市小久喜1142-4　かどやビル　1F 0480-91-7220 https://optview.on.omisenomikata.jp/

メガネのカイガン 境店 群馬県 伊勢崎市境女塚２－１ 0270-74-1681 http://kaigan.co.jp/

ふたば堂眼鏡店 埼玉県 さいたま市浦和区　高砂1-12-1　CORSOビル 1Ｆ 048-822-3052

アイ・オプト　東所沢店 埼玉県 所沢市下安松６０３−９ 04-2946-0330 http://eye-opt.jp/store/

アイオプト　入間店 埼玉県 入間市東町７丁目１４−１２ 04-2962-1300 http://eye-opt.jp/store/

イエローサブマリン楽天市場店 埼玉県 戸田市美女木1178 048-449-7511 https://www.rakuten.ne.jp/gold/yellowsubmarine/

株式会社メガネマーケット 埼玉県 さいたま市大宮区桜木町4-252ユニオンビルディング6階 048-658-3277 https://www.megane-market2.com/

テラスメガネ 埼玉県 さいたま市中央区　本町東2-2-4 048-853-1333 http://www.saitamaterasu.jp/

さくらメガネ　行田本店 埼玉県 行田市長野　１２６２－１ 048-555-3700 http://www.sakuramegane.com/index.html

さくらメガネ　深谷店 埼玉県 深谷市西島町3-14-8 048-574-8837 http://www.sakuramegane.com/index.html

オリオンメガネ　 千葉県 我孫子市天王台2-10-7 0471-84-8391 http://www.orionmegane.com/
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EVANGELION STORE https://www.evastore.jp/

EVANGELION STORE　TOKYO-01 東京都 豊島区東池袋１丁目５０−３５ 池袋P'PARCO２F 03-5992-3310 http://www.evastore2.jp/tokyo01/

ANIMEGANE(アニメガネ） 東京都 千代田区外神田4丁目8-3セゾン秋葉原ビル1階 03-6260-9195 https://animegane.jp/index.html

執事眼鏡eyemirror 東京都 豊島区東池袋１丁目３１−１３ 03-6907-3755 https://eyemirror.jp

クーレンズ渋谷マルイ店 東京都 渋谷区神南1-22-6　渋谷マルイ5F 03-6455-3372 http://www.coolens.jp/

イエローサブマリン秋葉原本店★ミント 東京都 千代田区外神田1-15-16 秋葉原ラジオ会館6F 03-5298-3123 http://www.yellowsubmarine.co.jp/

メガネアモ八幡山 東京都 世田谷区上北沢4-36-23　京王リトナード八幡山 内 03-3302-3300 http://www.amo-style.net/tokyo/

ニコンメガネ　 東京都 千代田区丸の内2-5-2　三菱ビル 03-3215-0725 http://www.nikon-lenswear.jp/shop/nikonmegane/

メガネスーパー　新宿中央東口 東京都 新宿区新宿３丁目２７−５ 03-3355-0653 https://www.meganesuper.co.jp/

メガネスーパー 秋葉原駅前店 東京都 千代田区外神田4-1-8 カンブンドービル 1F 03-6206-4818 https://www.meganesuper.co.jp/

メガネのイザワ 東京都 大田区仲六郷２丁目３１−９ 03-3738-7612 http://opt-izawa.com/

あんだーらいん 東京都 千代田区 神田和泉町1-2-2 文華堂ビル1F 03-5825-7077 http://www.eyeone.co.jp

眼鏡工房 久保田 東京都 豊島区巣鴨4-33-1 03-3917-5246 http://mega-kbt.com/

フェイスオン 武蔵境店 東京都 武蔵野市境南町2-3-6　ｲﾄｰﾖｰｶドー西館　４F 0422-32-8009 https://eyeandeye.co.jp/shop/musashisakai.php

アド 東京都 立川市曙町2-2-25立川タクロス104区画 042-526-3353 http://www.add-info.jp/index.html

メイドのメガネ屋　キャンデイーフルーツオプティカル 東京都 東京都千代田区外神田３－１６－３　ＫＴビル 03‐3252‐4902 https://www.canful-megane.com/

ビックコンタクト　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 https://www.biccamera.com/bc/i/shop/shoplist/shop007.jsp

ビックコンタクト　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 https://www.biccamera.com/bc/i/shop/shoplist/shop014.jsp

ビックコンタクト　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 https://www.biccamera.com/bc/i/shop/shoplist/shop016.jsp

ビックコンタクト　ビックロ新宿東口店 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 https://www.biccamera.com/bc/i/shop/shoplist/shop116.jsp

ビックコンタクト　AKIBA店 東京都 千代田区外神田4-1-1　ビックカメラAKIBA　2F 03-6260-8113 https://www.biccamera.com/bc/i/shop/shoplist/shop121.jsp

ビックカメラ.COM 東京都 豊島区高田3-23-23　ビックカメラ高田本部　6F 03-5958-0841 https://www.biccamera.com/bc/main/

眼鏡市場　池袋店 東京都 豊島区東池袋1丁目4-6 03-5979-9058 https://www.meganeichiba.jp/shopinfo/tokyo/ikebukuro/

眼鏡市場　渋谷店 東京都 渋谷区宇田川町20番1号 03-5459-6918 https://www.meganeichiba.jp/shopinfo/tokyo/shibuya/

眼鏡市場　新宿東口本店 東京都 新宿区新宿3-29-10 03-5369-3208 https://www.meganeichiba.jp/shopinfo/tokyo/shinjukuhigashiguchihonten/

㈱三城 東京都 港区海岸1-2-3 03-6432-0728 http://www.paris-miki.co.jp/

㈱メガネスーパー 神奈川県 小田原市本町4-2-39 0120-199-808 https://www.meganesuper.co.jp/

湘南堂　 神奈川県 川崎市中原区新城1-2-16 044-766-8305

草柳時計眼鏡店 神奈川県 足柄上郡　開成町延沢82 0465-83-0122
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メガネバスター　関内店 神奈川県 横浜市中区　相生町1-1-2　第一小原ビル1階 045-201-3980 http://mbkannai.web.fc2.com/

光学堂 神奈川県 横浜市西区中央2-6-5 045-321-3333 http://www.kougakudo.jp/megane/

メガネのいおか 新潟県 阿賀野市庄ヶ宮沢田682-1 0250-62-7363 http://www.sassy-swan.com/megane-ioka/

メガネのいおか 豊栄店 新潟県 新潟市北区柳原2-8-12 025-388-1015 http://www.sassy-swan.com/megane-ioka/toyosaka/

斉藤メガネ 新潟県 三条市本町1-2-20 0256-32-0720 http://www.e-lens.co.jp/index.html

朝日堂 新潟県 十日町市本町１丁目　294番地 0257-57-3311 http://asahidonet.com

メガネのさか江 新潟県 上越市西本町3-8-8イト―ヨーカドーエルマール専門店街１階 025-544-6097 http://meganenosakae.com/

プライオリティオプティシャンズ 新潟県 長岡市寺島町740 0258-94-5454 https://priority-opt.jp/

ソシエハシヅメ　豊田店 富山県 富山市豊田本町2-16-23 076-438-3838 http://www.socie-hashizume.co.jp/shop/toyota.html

メガネのハラダ　掛尾店 富山県 富山市掛尾町460-5 076-423-5200 http://www.meganenoharada.com/

めがねの荒木　笠市店 石川県 金沢市笠市町7-14 076-261-2381

めがねのアイビー　津幡店 石川県 河北郡津幡町北中条4-92 076-289-2800 https://meganenoivy.co.jp/

めがねのアイビー 駅西店 石川県 金沢市広岡1-1-5 076-264-2800 https://meganenoivy.co.jp/

メガネのハラダ　金沢・増泉店 石川県 金沢市増泉1-16-11 076-242-7300 http://www.meganenoharada.com/

メガネの金光堂 石川県 小松市龍助町139 0761-21-7201

株式会社 ハルタ 石川県 白山市中町２１ 076-275-0272

ライオン堂 　アビオシティー店 石川県 加賀市作見町ル25-1 アルプラザ１Ｆ 0761-72-8708 http://www.lion-do.co.jp/

メガネのはしづめ 石川県 かほく市高松ツ17-3 076-281-1028 http://hashizume.jp/

太陽めがね 石川県 金沢市鳴和2-2-3 076-251-9902 https://www.taiyomegane.com/

メガネの赤松　 四ツ井店 福井県 福井市四ツ井2-7-2 0776-52-7888 http://www.akamatsu8.com/

越前めがねの里 福井県 越前市向陽町53 0778-23-9500 http://www.meganenosato.co.jp/

メガネファッションＫＧ （MGC販売事業部） 福井県 越前市稲寄町11-1-10 0778-21-3161 https://www.rakuten.co.jp/auc-mgc/

メガネのハラダ　花堂店 福井県 福井市花堂北2-12-8 0776-34-0015 http://www.meganenoharada.com/

ﾒｶﾞﾈのﾊｰﾄﾗﾝﾄﾞ 三国イーザ店 福井県 坂井市三国町三国東5-1-20 0776-82-2767 http://pq-heart.jp

ニシタ宝石・メガネ 福井県 あわら市春宮１丁目９−３０ 0776-73-0170 http://www.shokokai.or.jp/18/182081S0460/index.htm

Six four エルパ店 福井県 福井市大和田町2-1212　ラブリーパートナー エルパ1F 0776-53-6401 https://www.6666mega.net/

グラスガーデン 福井県 鯖江市神中町 2-907-1 0778-52-7117 http://glassgarden.jp/

メガネスーパー福井二の宮店 福井県 福井県福井市二の宮2-28-26 0776-26-4804 https://www.meganesuper.co.jp/

めがねタイム 長野県 佐久市塩名田４８８－２ 0267-58-0123 https://meganetaimu.sakura.ne.jp/index.html
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ムラキ 岐阜県 揖斐郡大野町大字黒野上柿の木12−1 0585-32-3823 http://www.muraki-ltd.co.jp

メガネのあき 岐阜県 岐阜市北島7-15-12 058-233-0555 http://akiopt.lifelab21.com/

株式会社 賞月堂 名鉄岐阜駅前店 岐阜県 岐阜市長住町２丁目１３番地１ 058-263-1312 https://shogetudo.com/ekimae/

株式会社 賞月堂  柳ヶ瀬本店 岐阜県 岐阜市柳ヶ瀬通り二丁目23 058-265-0151 https://shogetudo.com/yanagase/

アイエル足立 岐阜県 各務原市各務おがせ町9-275 0583-84-0185 http://www.eyewel.co.jp/

 光華眼鏡店　岡本店 岐阜県 高山市岡本町1-22-3 0577-32-3715 http://www.eyekooka.net/shop.html

キベメガネ 静岡県 伊東市銀座元町7-4 0557-37-0627

ヨシムラ眼鏡店 静岡県 沼津市大手町4-5-1 0559-62-0877 http://yoshimura-megane.com/

山本時計店 静岡県 駿東郡小山町藤曲54-12 0550-76-0610

メガネの優 静岡県 静岡県富士市中野429ー8 0545-36-1803 http://www.nakanishi-ganka.sakura.ne.jp/meganenoyu.html

メガネ赤札堂　　 愛知県 丹羽郡扶桑町　高雄字伊勢帰97 0587-93-8120 https://www.megane-akafudado.com/

メガネのリザック 愛知県 一宮市小信中島仁井西４０−５ 0586-62-7372 http://www.inoko.com/lijac/

クーレンズ名古屋東急ハンズ店 愛知県 名古屋市中村区名駅1-1-4JR名古屋タカシマヤ内東急ハンズ名古屋店10F 052-566-0109 http://www.coolens.jp/

宝石時計メガネ　しんかい 愛知県 名古屋市中村区　鳥居西通1-10 052-419-1785

メガネーゼ　高畑店 愛知県 名古屋市中川区高畑3-56　アベニュー21 1階 052-352-1177 http://www.ailife.jp/meganeze/meganeze_takahata.html

メガネスーパー名古屋平針・原店 愛知県 愛知県名古屋市天白区原1-2214 ユニーブルマンション1F 052-804-6828 https://www.meganesuper.co.jp/

メガネスーパー名古屋栄スカイル店 愛知県 愛知県名古屋市中区栄3-4-5 栄スカイル 6F 052-249-1008 https://www.meganesuper.co.jp/

キクチメガネ　ユニモール店 愛知県 名古屋市中村区名駅4丁目5番26号先　名古屋駅前桜通り地下街ユニモール 052-586-1722 https://www.kikuchi-megane.co.jp/store/detail/174.html

キクチメガネ　イオンモール大高店 愛知県 名古屋市緑区南大高二丁目450番地　イオンモール大高 ３Ｆ 052-621-5320 https://www.kikuchi-megane.co.jp/store/detail/240.html

ウィズ・ユー尾鷲国道店 三重県 尾鷲市小川東町３０−１０ 0597-23-1111 https://ameblo.jp/megane-withu

ウィズ・ユー紀伊長島店 三重県 北牟婁郡紀北町紀伊長島区東長島772-2 0597-47-4422 https://ameblo.jp/megane-withu

みそのめがね 三重県 伊勢市御薗町王中島９９−７ 0596-34-1668 https://www.facebook.com/misonomegame/

ﾒｶﾞﾈｻﾛﾝﾊｼﾂﾞﾒ 三重県 志摩市阿児町鵜方3000-3 05994-3-1700

㈱シミズ　アドガワ店 滋賀県 高島市安曇川町西万木55　平和堂あどがわ店内 0740-32-3670 http://optical-shimizu.com/index.html

㈱シミズ　マイングラス 滋賀県 大津市本堅田5-20-10　アルプラザ堅田 2Ｆ 077-574-1822 http://optical-shimizu.com/index.html

田丸眼鏡店 京都府 京都市中京区新京極四条上ル中之町５３７ 075-223-2321 https://www.kyoto-wel.com/shop/S81068/index.html

眼鏡市場　ヨドバシ梅田店 大阪府 大阪市北区大深町1-1　ヨドバシ梅田6F 06-6376-1608 https://www.meganeichiba.jp/shopinfo/osaka/yodobashiumeda/

眼鏡市場　なんば店 大阪府 大阪市中央区難波3-3-10 06-6635-0308 https://www.meganeichiba.jp/shopinfo/osaka/namba/

Ｇｌａｓｓｅｙｅｓ 大阪府 寝屋川市黒原旭町23-9 072-803-6868 https://neyagawa.mypl.net/shop/00000327985/
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グラスアイズ　フセ 大阪府 東大阪市長堂１丁目１－５２  ロンモール布施専門店街２F06-6783-6438 http://glasseyesfuse.com/

effort glassesオソガグチ眼鏡店 大阪府 枚方市南中振1丁目15-5 072-396-1043 http://www.effo-gla.com

ビジョンメガネ 大阪府 大阪府大阪市西区南堀江3丁目14‐12イイダビル9階 06-6556-9451 https://www.vision-megane.co.jp/

めがね本舗 大阪府 大阪市天王寺区　城南寺町8-22 06-6762-5263 http://www.meganehompo.co.jp/

メガネの上杉 大阪府 大阪府大東市南津の辺町22-16 072-878-0489 http://www.e-uesugi.com/index.html

サングラスドッグ 大阪府 大阪市中央区本町1-5-6 06-4303-3444 https://www.rakuten.ne.jp/gold/sunhat/

メガネのおうさか 兵庫県 神戸市中央区相生町4-5-3 078-351-0313 https://ohsaka-v.com/

尼崎　メガネショップアイ 兵庫県 尼崎市潮江１−３−１ 平和堂3F 06-6409-4165 https://www.shop-ai.jp/hpgen/HPB/entries/2.html

メガネ工房ノイエ 兵庫県 明石市二見町東二見888-3 078-949-1039 https://www.avit.jp/glass/shop#futami

ウィズユー イオン新宮店 和歌山県 新宮市橋本２丁目１４−２３ 0735-28-3156 https://ameblo.jp/megane-withu

ごぼうめがね 和歌山県 御坊市薗２７１ 0738-22-1813 http://www.gobomegane.com/

フクハラアシャール イオンタウン大田店 島根県 大田市長久町土江97 08548-4-0155 https://fukuhara-ashar.com/

メガネのひらまつ　今店 岡山県 岡山市北区今2-8-2 086-244-1010 http://www.megane-hiramatsu.com/company/locations/ima/

亀井眼鏡店　イオンモール津山店 岡山県 津山市河辺１０００−１ 0868-21-7177 http://www.megane-kamei.co.jp/

メガネのクロカワ 山口県 宇部市東梶返3-14-3 0836-33-3569 https://kurokawamegane.jimdo.com/

いけだ眼鏡 福岡県 遠賀郡岡垣町海老津駅前　12-8 093-283-3332 https://www.ikeda-gankyo.com/

眼鏡の一心堂　藤崎本店 福岡県 福岡市早良区藤崎１丁目1-36 092-831-3914 http://www.megane-isshindou.com/

㈱栄心 本店 福岡県 福岡県北九州市八幡東区中央2-15-17 093-671-5910 https://eishinhp.jimdo.com

㈱栄心 戸畑店 福岡県 福岡県北九州市戸畑区東鞘ヶ谷町1番 スピナショッピングパーク内 093-871-1515 https://eishinhp.jimdo.com

メガネのポイント・センター 長崎県 諫早市東本町6-1 0957-23-3300 http://megane-point.com/

フジミオプティカル 熊本県 熊本市子飼本町1-11 096-343-6666 http://www.fujimioptical.jp/

めがね屋sanドットコム 熊本県 熊本市北区室園町１０－３０ 096-237-8866 https://soko.rms.rakuten.co.jp/meganeyasan/evangekion-megane/

メガネのヨネザワ　本店 熊本県 熊本市水前寺6-1-38 1F 096-383-5111 https://www.yonezawa-web.co.jp/

都城中めがね店 宮崎県 都城市中原町28-9 0986-22-1310 http://www.nakamegane.com/

金子メガネ店 宮崎県 日向市原町1丁目1-18 0982-52-6669

 メガネの光学堂 宮崎県 小林市本町102番地 0984-23-7535

muchcolor glasses （マチカラグラス） 宮崎県 宮崎市橘通東4-8-1CARINO宮崎 1F蔦屋書店内 0985-61-7753 http://www.carino.co.jp/miyazaki/shop/glasses/index.html

鹿児島　（株）光学堂 鹿児島県 鹿児島市千日町13-18 099-226-6233 http://kogakudo.net/

㈱メガネ一番　 沖縄県 沖縄市中央4-10-8 098-934-0110 http://www.megane1ban.com/
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