
エヴァンゲリオンコラボ眼鏡　零号機・第4の使徒　取扱店

店名 住所１ 住所２ 電話番号 ホームページ

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

めがねのナカムラ旭川アモール店 北海道 旭川市豊岡3条2丁目 0166-33-4317 http://opt-nakamura.jp/shop_a-amallten.html

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

さっぽろメガネコンタクト工房　ヴィジョン 北海道 札幌市白石区本通6丁目北1-1 011-864-2344

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

中里メガネ 本店 北海道 旭川市3条通8丁目左1号 0166-23-5073 nakasato@potato.ne.jp

宝石・時計・メガネ・補聴器の川口 北海道 滝川市本町2丁目1-30 0120-23-3467 www.kawaguchi-jwo.com

メガネの太陽堂 北海道 稚内市大黒3-2-10 0162-23-2003

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/

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 イトーヨーカドー花巻店 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　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/

メガネのタカハシ 青森県 十和田市東三番町1-4 0176-22-6631 https://www.meganesuper.co.jp/

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

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/

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/

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/

メガネスーパー 仙台クリスロード店 宮城県 仙台市青葉区中央2-5-5 くさのやビル 022-217-2270 https://www.meganesuper.co.jp/

和真 伊勢崎店 群馬県 伊勢崎市連取町2332‐10 0270‐23‐6670 https://www.washin-optical.co.jp/

㈱板垣　MEGAドン・キホーテ伊勢崎東店 群馬県 伊勢崎市三室町5330（MEGAドン・キホーテUNY伊勢崎東店1F） 0270-70-5020 https://www.megane-itagaki.co.jp/mp_ko_06_api.html
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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/

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/

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/

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/

川口 白鳳堂（掲載名　こん太村） 埼玉県 埼玉県川口市飯塚4-11-4 048-291-2203 https://www.rakuten.co.jp/kontamura/

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

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/

千葉メガネ　千葉銀座店 千葉県 千葉市中央区中央2-2-7 043-224-4634 https://chibamegane.co.jp/chibaginza/

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

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/

メガネスーパー ららぽーと豊洲店 東京都 江東区豊洲 2-4-9 ららぽーと豊洲3F 30420区画 03-3536-8786 https://www.meganesuper.co.jp/

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

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 千代田区外神田３－１６－３ ＫＴビル 03‐3252‐4902 https://www.canful-megane.com/

３７゜by いしずか アリオ北砂店 東京都 江東区北砂2-17 アリオ北砂 03-6666-3037 https://www.ishizuka-group.com/アリオ店/

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/

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

サトウトシオ時計店 東京都 清瀬市元町１丁目１１−２１ 042-493-0451

くにたちメガネ 東京都 国立市中1-16-20 042-572-5500 https://kunitachi-megane.jimdofree.com/

アイカフェ 東京都 中央区日本橋横山町4-13 03-6264-8736 https://www.rakuten.co.jp/auc-dis-mega/

丸石眼鏡店 東京都 太田区南雪谷2-2-9　1階 03-6425-9899 http://www006.upp.so-net.ne.jp/maruishi/

メガネ・時計のササガワ 東京都 北区十条仲原1-4-7 03-3900-6054 https://sasa-gawa.net/

㈱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/
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タケメガネ 本店 神奈川県 秦野市栄町4-17 0463-81-5572 http://www.takemegane.jp

タケメガネ イオン店 神奈川県 秦野市入舟町12-1 0463-85-2163 http://www.takemegane.jp

横浜カリーノ 神奈川県 横浜市磯子区森1－15－１ 045-753-8797 https://www.rakuten.co.jp/carino-eyes/index.html

草柳時計眼鏡店 神奈川県 足柄上郡 開成町延沢82 0465-83-0122

メガネのイワキ南子安店 千葉県 君津市南子安4丁目31-3 0439-54-9090

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/

ノセメガネ　イオンモール松本店 長野県 松本市中央4-9-51 イオンモール松本晴庭１Ｆ 0268‐87‐5950 https://www.nosemegane.co.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/

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/

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

SABAE・OPT 福井開発店 福井県 福井市西開発2-10-1　平和堂フレンドタウン 0776-52-2235 http://sabae-opt.tenponyan.com/

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/

ビジョンステーション 軽井沢 長野県 北佐久郡軽井沢町中軽井沢６－５ 0267‐41‐6373 http://www.eyeloveyou.jp/index.html

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

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 https://www.rakuten.co.jp/smile-eye/

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/

MonkeyFlip Rosso 愛知県 名古屋市中区大須3-36-10 052-261-7500 https://monkeyflip.co.jp
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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

キクチメガネ セントラルパーク店 愛知県 名古屋市中区錦 ３丁目１５番地１３号先 テレビ塔下・地下街 052-971-4341 https://www.kikuchi-megane.co.jp/store/detail/055.html

富士メガネ 愛知県 春日井市気噴町北２丁目２０７ 0568-51-0444

メガネのモミヤマ 愛知県 半田市東郷町３丁目３５－２ 0569-21-1450 http://megane-momiyama.com

メガネのえびな 香川県 丸亀市津森町１７６－２ 0877-23-6649 http://spectacles-of-ebina.com/brand.php

シマザキPIO 岐阜県 岐阜県郡上市大和町徳永268 0575-88-3341 http://www.gujo-megane.com

南区 メガネのナイトウ 愛知県 名古屋市南区西桜町58番地 052-821-8931 http://www.naitotokei.com/

やまもと イオン加古川店 兵庫県 加古川市平岡町土山850-1 078-944-1105

サザンインフィニティ 愛知県 名古屋市中区大須3-14-43第2アメ横ビル1F 052-252-5281 http://home.att.ne.jp/red/3X3infinity/index.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

㈱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

Ｇｌａｓｓｅｙｅｓ 大阪府 寝屋川市黒原旭町23-9 072-803-6868 https://neyagawa.mypl.net/shop/00000327985/

ﾒｶﾞﾈだいすき王国   阪南ゲート 大阪府 阪南市舞１丁目29-1 072-470-0170 http://raqmo.com/cms_site/RAQMO/index.php?shop_id=2119&page_id=1

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 サングラスのThat's 大阪府 三島郡島本町水無瀬 1-18-13　エクセル水無瀬202 075-962-2784 https://www.rakuten.ne.jp/gold/thats/smartphone/index.html

イシガミ布施店 大阪府 東大阪市足代新町2-16 06-6782-0955 http://ishigami-inc.co.jp/

イシガミ高槻店 大阪府 高槻市紺屋町7-19 072-681-1985 http://ishigami-inc.co.jp/

イシガミ奈良店 奈良県 奈良市餅飯殿町17 0742-24-3821 http://ishigami-inc.co.jp/

イシガミアピタ郡山店 奈良県 大和郡山市田中町字宮西517番アピタ大和郡山店2F 0743-54-2216 http://ishigami-inc.co.jp/

イシガミ尼崎店 兵庫県 尼崎市神田中通2-27 06-6411-0758 http://ishigami-inc.co.jp/

イシガミ 住吉店 兵庫県 神戸市東灘区住吉本町1-2-1 住吉ターミナルビル4F 078-854-5525 http://ishigami-inc.co.jp/

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/

メガネのミヤマエ 兵庫県 養父市八鹿町八鹿558-11 079-662-6515 http://m-miyamae.co.jp/

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

メガネのルックワン 飾磨店 兵庫県 姫路市飾磨区細江127 079-235-9161 https://lookone.jp/

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/

細井 岡山県 真庭市落合垂水628 0867-52-0330

https://www.kikuchi-megane.co.jp/store/detail/174.html
https://www.kikuchi-megane.co.jp/store/detail/240.html
https://www.kikuchi-megane.co.jp/store/detail/055.html
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http://home.att.ne.jp/red/3X3infinity/index.html
https://ameblo.jp/megane-withu
http://optical-shimizu.com/index.html
https://www.kyoto-wel.com/shop/S81068/index.html
https://neyagawa.mypl.net/shop/00000327985/
http://raqmo.com/cms_site/RAQMO/index.php?shop_id=2119&page_id=1
http://www.meganehompo.co.jp/
https://www.rakuten.ne.jp/gold/thats/smartphone/index.html
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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/

メガネの宝生堂 香川県 高松市木太町1604-9 0878-62-1555 https://www.houseidou.com/

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/

EVANGELION STORE HAKATA 福岡県 福岡市博多区 住吉1丁目2-25　キャナルシティ・ビジネスセンタービルB1F 092-292-4061 https://canalcity.co.jp/shop/shop_type/1/detail/581

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/

㈱栄心 戸畑店 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

メガネの正視堂　パークプレイス 大分県 大分市公園通り西2-1ジャスコパークプレイス大分店２Ｆ 097-528-7505 https://seishido.jp

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/

トムフクダ 本店 山口県 山口市阿知須岩倉上１０１－２ 0836 65 2241 http://www.tom-fukuda.co.jp

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/

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://carino-shimotori.com/muchcolor-glasses/

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/

メガネの松永 福岡県 大牟田市本町1-5-20 0944-56-8855 https://www.meganeya.biz/
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