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店名 電話番号

富士メガネ西町店 北海道 札幌市西区西町南6丁目1 西友2F 011-662-4171

メガネのシオジリ東町本店 北海道 滝川市東町7丁目202-20 0125-23-3666

(株)すずき 北海道 根室市大正町1丁目32-3 0153-3-4567

メガネの早川イオン店 北海道 釧路市昭和中央4丁目18番1号　イオンモール釧路昭和1F 0154-55-7625

メガネ&コンタクト　カケハシ 北海道 釧路市共栄大通り9-2 0154-23-4508

ビックコンタクト札幌店 北海道 札幌市中央区北5条西2-1　ビックカメラ札幌店5F 011-261-1201

有限会社 メガネ館 北海道 函館市美原3丁目21番14号 0138-47-6607

メガネのクリキ 北海道 瀬棚郡今金町字今金187番地 0137-82-0248

Opt LABEL　帯広店 北海道 北海道帯広市白樺１６条西２丁目　ドリームタウン白樺内 0155-34-9500

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

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

キクヤメガネ ガーラモール店 青森県 青森市三好２－３－１９　マエダ西バイパスガーラタウン２F 017-761-1818

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

金正堂本店　弘前店 青森県 弘前市土手町45－1 0172-34-3711

メガネスーパー イオンタウン弘前樋の口店 青森県 弘前市大字樋の口2-9-6 イオンタウン弘前樋の口1Ｆ 0172-39-4588

メガネクラブ　本店 岩手県 盛岡市大通３－１－１５ 019-681-1261

メガネクラブ　青山店 岩手県 盛岡市青山４－４５－１９ 019-681-1623

メガネの相沢　一関山目店 岩手県 一関市山目字中野５６番１号 0191-25-5511

メガネの相沢　水沢常盤通り店 岩手県 奥州市水沢佐倉河字石橋７ 0197-24-3630

メガネの松田 本店 岩手県 盛岡市大通り1丁目7-1 019-605-4104

メガネの松田 フロントワン 岩手県 盛岡市前潟2丁目1-26 019-605-4022

グラスコードイオンモール盛岡南店 岩手県 盛岡市本宮7丁目1番1号イオンモール盛岡南2F 019-631-2722

メガネの相沢　本店 宮城県 仙台市青葉区一番町三丁目５番６号 022-223-8155

メガネの相沢　一番町店 宮城県 仙台市青葉区一番町四丁目４番３４号 022-223-9439

メガネの相沢　エスパル仙台店 宮城県 仙台市青葉区中央一丁目１番１号　　エスパル仙台本館３階 022-267-4385

メガネの相沢　大和町店 宮城県 仙台市若林区大和町四丁目６番３７号 022-239-8521

メガネの相沢　泉アリオ店 宮城県 仙台市泉区泉中央一丁目５番１号　　アリオ仙台泉３階 022-375-8801

メガネの相沢　白石セラビ店 宮城県 白石市八幡町１１番１号　　みやぎ生協セラビ白石店１階 0224-24-2773

メガネの相沢　利府店 宮城県 宮城郡利府町中央三丁目１４番地５ 022-356-8777

メガネの相沢　幸町セラビ店 宮城県 仙台市宮城野区大梶７番１０号　　みやぎ生協セラビ幸町店２階 022-257-1356

メガネの相沢　南仙台店 宮城県 仙台市太白区柳生２丁目６－１７ 022-306-6255

メガネの相沢　フォルテ店 宮城県 柴田郡大河原町字小島２番地の１　　フォルテ１階 0224-52-7677

メガネの相沢　気仙沼田中前店 宮城県 気仙沼市田中前一丁目６番１８号 0226-22-1551

メガネの相沢　亘理店 宮城県 亘理郡亘理町逢隈高屋字柴北１００ 0223-32-9555

メガネの相沢　明石台店 宮城県 富谷市明石台六丁目１－３９ 022-771-8707

メガネの相沢　愛子バイパス店 宮城県 仙台市青葉区栗生６丁目５番地の４ 022-391-1502

メガネの相沢　新田東店 宮城県 仙台市宮城野区新田東一丁目１７番地６号 022-236-0622

メガネの相沢　南中山店 宮城県 仙台市泉区南中山二丁目１番１７号 022-376-8771

メガネの相沢　荒井店 宮城県 仙台市若林区荒井三丁目２５番地の１ 022-287-0017

メガネの相沢　ヨークタウン市名坂店 宮城県 仙台市泉区市名坂字中道１００－９　　ヨークタウン市名坂内 022-218-8740

メガネの相沢　名取店 宮城県 名取市増田５丁目１８－４２ 022-384-0248

メガネの相沢　仙台港店 宮城県 仙台市宮城野区中野三丁目５番地の４　　カインズモール仙台港内 022-786-3601

メガネの相沢　柴田店 宮城県 柴田郡柴田町船岡新栄４丁目６－１８ 0224-55-5619

メガネの相沢　佐沼店 宮城県 登米市迫町佐沼字萩洗２丁目６－１ 0220-23-1840

天賞堂 古川台町本店 宮城県 大崎市古川台町1-7 0229-23-5151

和真メガネ 仙台長町店 宮城県 仙台市太白区長町7-20-1 ザ・モール仙台長町 3F 022-308-2911

ハートアップビジョンスクエア秋田フレスポ御所野店 秋田県 秋田市御所野元町1丁目1-17フレスポ御所野D棟2F 018-892-7231

メガネの相沢　エスパル山形店 山形県 山形市香澄町一丁目１番１号　　エスパル山形５階 023-628-1288

荘内眼鏡院 みずほ本店 山形県 酒田市亀ヶ崎3-10-3 0234-26-6777

めがねのコバヤシ 寒河江本店 山形県 寒河江市中央1丁目13-36 0237-86-8200

メガネの相沢　福島駅前店 福島県 福島市栄町１０番１号 024-521-0172

メガネの相沢　福島野田町店 福島県 福島市野田町五丁目１番１１号 024-535-5211

メガネの相沢　郡山イトーヨーカドー店 福島県 郡山市西ノ内二丁目１１番地　　イトーヨーカドー郡山店４階 024-939-0655

キャサリンハムネット　眼鏡・サングラス取扱店小売店一覧

住所



メガネの相沢　福島南矢野目店 福島県 福島市南矢野目字中江１２番１７号 024-556-1101

メガネスーパー 福島矢野目店 福島県 福島市南矢野目字中江12-8 024-555-3155

OPTIQUE PARIS MIKI　イオンタウン郡山店 福島県 郡山市松木町２－８８　イオンタウン郡山内 024-956-8006

アイメガネ　古河イオン店 茨城県 古河市旭町1-2-17イオン古河店　2F 0280-33-0001

メガネショップはやし 茨城県 水戸市赤塚1丁目19970‐4 029‐309‐1147

メガネクラブ 茨城県 牛久市栄町6丁目54　コダカ・ホークマンション１F 0120‐746‐６３０

メガネハット境店 茨城県 猿島郡境町７２１－３ 0280-86-7988

メガネハット江戸崎店 茨城県 稲敷市江戸崎甲２１０３－１１ 0298-92-3326

メガネハット総和店 茨城県 古河市下山町９－３４ 0280-30-8577

メガネハット水海道バイパス店 茨城県 常総市水海道山田町１５１８ 0297-30-0766

メガネハット取手東店 茨城県 取手市東６－７３－２１ 0297ー77-0011

メガネハット神栖神の池店 茨城県 神栖市大野原２丁目２０―２０ 0299-95-5066

メガネハット守谷店 茨城県 守谷市松ケ谷7-1-4 0297-20-0677

メガネハットヨークタウン坂東店 茨城県 坂東市辺田1104-1 0297-36-7288

パリミキ　日立北店 茨城県 茨城県日立市田尻町４丁目４８番１号 0294-42-9905

サンコーメガネ 栃木県 佐野市赤坂町９５６−１９ 0283-22-6771

メガネのイタガキ ｲｵﾝﾓｰﾙ佐野新都市店 栃木県 佐野市高萩町1324-1 0283-20-4139

メガネスーパー 那須ガーデンアウトレット店 栃木県 那須塩原市塩野崎184-7 那須ｶﾞｰﾃﾞﾝｱｳﾄﾚｯﾄU棟104区画 0287-73-8106

UCLメガネ 栃木県 宇都宮市東宿郷5-4-5 028-616-6610

アイメガネ　おもちゃのまち西口店 栃木県 下都賀郡壬生町緑町3-9-17ｻﾝｴｽﾋﾞﾙ1F 0282-85-0001

アイメガネ　今市ｾﾝｼｮｰﾌﾟﾗｻﾞ店 栃木県 日光市芹沼字鳥屋場 1448-1 0288-23-0001

アイメガネ　宇都宮錦店 栃木県 宇都宮市錦3-9-11アルテージ錦1F 028-627-0001

メガネのカイガン　桐生店 群馬県 桐生市相生町２－６９８－１ 0277‐70‐6818

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

福田時計店 群馬県 桐生市東町808 0277‐45‐2383

メガネのヒルマ 群馬県 桐生市相生町2－836 0277‐52‐2338

メガネハウスめいしゅう　桐生店 群馬県 桐生市巴町1‐1116‐12 0277‐46‐1177

メガネハウスめいしゅう　大間々店 群馬県 みどり市大間々町大間々19‐18 0277‐７0‐1100

ビジョンメガネ大間々本店 群馬県 みどり市大間々町大間々４０１－１ 0277-73-3523

ビジョンメガネセキチュー高崎店 群馬県 高崎市飯塚町８７－３ 027-363-8715

ビジョンメガネセキチュー富岡店 群馬県 富岡市富岡２３２１－１ 0274-64-5615

ビジョンメガネ前橋荒牧店 群馬県 前橋市荒牧町２丁目３４番地１３ 027-234-9076

メガネのイタガキ 富岡本店 群馬県 富岡市富岡1330-1 0274-60-1555

メガネのイタガキ 太田本店 群馬県 太田市新井町565-3 0276-49-2977

メガネのイタガキ 藤岡店 群馬県 藤岡市藤岡1677-10 0274-22-1880

メガネのイタガキ ｸﾞﾗﾝﾄﾞ伊勢崎店 群馬県 伊勢崎市宮子町3424‐2 0270-20-1500

メガネのイタガキ 玉村店 群馬県 佐波郡玉村町上之手1610-1 0270-20-4339

メガネのイタガキ MEGAドンキホーテ店 群馬県 伊勢崎市三室町5330 0270-70-5020

メガネのイタガキ 高崎本店 群馬県 高崎市上大類778 027-350-1300

メガネのイタガキ 吉井店 群馬県 高崎市吉井町大字池49番地 027-386-0100

メガネのイタガキ ｲｵﾝﾓｰﾙ太田店 群馬県 太田市石原町81番(ｲｵﾝﾓ-ﾙ太田2Ｆ) 0276-47-8704

メガネのイタガキ 吉岡店 群馬県 北群馬郡吉岡町大久保1020‐１ 0279-30-6201

メガネのイタガキ 伊勢崎韮塚店 群馬県 伊勢崎市韮塚町1194-1 0270-23-3377

メガネのイタガキ 館林本店 群馬県 館林市緑町2丁目15-2 0276-73-0888

メガネのイタガキ 沼田材木町店 群馬県 沼田市材木町162-3 0278-30-2304

メガネのイタガキ 前橋本店 群馬県 前橋市下小出町１丁目20番-1 027-210-3800

メガネのイタガキ 渋川店 群馬県 渋川市有馬157-1 0279-30-0800

ハートアップ高崎店 群馬県 高崎市江木町1528-1 027-321-3360

cocochiメガネ 群馬県 高崎市筑縄町50-8 027-362-0008

アイメガネ　藤岡店 群馬県 藤岡市藤岡937-1 0274-22-0001

アイ・オプト本庄早稲田店 埼玉県 本庄市早稲田の杜3-8-16 0495-71-8813

アイ・オプト日進本店 埼玉県 さいたま市西区日進町2-753-2 048-668-1300

細谷時計店 埼玉県 ふじみ野市上福岡1-4-5 049-261-0164

オプト&ジュエルホソヤ 埼玉県 富士見市鶴瀬西２丁目5-45 049-255-0066

ビックコンタクト大宮店 埼玉県 さいたま市大宮区桜木町1-8-4　大宮西口そごう店3F 048-640-4738

ビッグメガネ　羽生店 埼玉県 羽生市西3-1-6 048-563-2393

アイウェアカヤノ 埼玉県 川口市前川1－1－11 イオンモール川口前川 3F 048-263-5328



エル・サイトウ 埼玉県 久喜市久喜中央2-9-23 0480-22-3110

ビジョンメガネ草加新田店 埼玉県 草加市八幡町９５０－１ 048-935-6399

ビジョンメガネ本庄店 埼玉県 本庄市西富田４２６－１ 0495-22-3788

ビジョンメガネ川越マイン店 埼玉県 川越市脇田町103番地川越マイン３F 049-277-3388

メガネのイタガキ 本庄 埼玉県 本庄市けや木3-22-19 0495-24-6838

メガネのイタガキ 熊谷店 埼玉県 熊谷市中央1丁目281 048-527-2701

メガネのイタガキ 吉川店 埼玉県 吉川市平沼1-24-5 048-984-1616

メガネのイタガキ ウニクス上里店 埼玉県 児玉郡上里町大字七本木2272-1 0495-35-3535

メガネドラッグ浦和店 埼玉県 さいたま市浦和区高砂2-12-12あづまビル 048-831-0022

メガネドラッグ大宮駅前店 埼玉県 さいたま市大宮区桜木町1-2-1 048-647-8700

メガネドラッグ志木駅前店 埼玉県 新座市東北2-30-20 048-485-2726

和真メガネ　春日部店 埼玉県 春日部市中央1-13-1 イトーヨーカドー 春日部店 5F 048-755-1535

和真メガネ　朝霞店 埼玉県 朝霞市本町1-12-10 　マルエツ朝霞店 2F 048-464-0008

和真メガネ　ピオニウォーク東松山店店 埼玉県 東松山市あずま町4丁目3番地 　ピオニウォーク東松山 2F 0493-59-8270

和真メガネ　大宮・宮原店 埼玉県 さいたま市北区宮原町1-854-1 　ステラタウン イトーヨーカドー 大宮 宮原店 3F 048-661-8923

和真メガネ　小手指店 埼玉県 所沢市小手指町1-25-8　西友小手指店 4F 04-2923-6258

メガネスーパー 北本二ツ家店 埼玉県 北本市二ツ家3-197-1 048-593-6880

メガネスーパー 川越クレアモール店 埼玉県 川越市新富町2-7-1 新富町伊勢原第3ビル１Ｆ 049-226-6434

オプティカルブラン 埼玉県 坂戸市日の出町6-25　マスヤマビルⅢ　1F 049-280-5052

さくらメガネ深谷店 埼玉県 深谷市西島町3-14-8　ふかや眼科内2F 048-574-8837

メガネのホズミ深谷本店 埼玉県 深谷市7-58 048-571-0927

メガネのホズミ　アリオ深谷店 埼玉県 深谷市上柴町西4-2-14　アリオ深谷店2F 048-572-8008

近亀時計店 埼玉県 秩父市中町6-1 0494-22-1234

三愛メガネ宮側店 埼玉県 秩父市宮側町23-3 0494-23-7716

南海堂本店 埼玉県 熊谷市鎌倉町100 048-522-1874

アイメガネ　大宮東口駅前店 埼玉県 さいたま市大宮区大門町 1-26 048-644-0001

アイメガネ　与野本町店 埼玉県 さいたま市中央区本町東 1-6-3 048-852-0001

アイメガネ　与野イオン店 埼玉県 さいたま市中央区本町西5-2-9ｲｵﾝﾓ-ﾙ与野店3Ｆ 048-851-0001

アイメガネ　上尾東口駅前店 埼玉県 上尾市宮本町 4-18原島ﾋﾞﾙ1F 048-773-0001

アイメガネ　谷塚ファイン店 埼玉県 草加市谷塚 1-1-23 048-924-0001

アイメガネ　坂戸アクロスプラザ店 埼玉県 坂戸市日の出町 5-30　ｱｸﾛｽﾌﾟﾗｻﾞ坂戸 2Ｆ 049-282-0001

アイメガネ　日高店 埼玉県 日高市鹿山 301-6 042-986-0001

アイメガネ　毛呂山店 埼玉県 入間郡毛呂山町毛呂本郷 1367 049-293-0001

アイメガネ　東松山松本町店 埼玉県 東松山市松本町 2-7-1 0493-27-0001

アイメガネ　坂戸にっさい店 埼玉県 坂戸市にっさい花みず木3-11-3 049-280-0001

アイメガネ　嵐山ﾊﾞｲﾊﾟｽ店 埼玉県 比企郡嵐山町平沢240 0493-61-0001

アイメガネ　秩父中宮地店 埼玉県 秩父市中宮地町5-7 0494-21-0001

アイメガネ　深谷上柴西店 埼玉県 深谷市上柴町西 3-7-9 048-572-0001

アイメガネ　蓮田関山店 埼玉県 蓮田市関山2-6-13 048-764-0001

アイメガネ　桶川東口駅前通り店 埼玉県 桶川市寿 2-1-1黒須ﾋﾞﾙ1F 048-777-0001

アイメガネ　鴻巣東駅通り店 埼玉県 鴻巣市東 2-6-2 048-542-0001

アイメガネ　川口赤井店 埼玉県 川口市赤井 4-16-19 048-280-0001

アイメガネ　アイメガネ本店 埼玉県 さいたま市北区宮原町 1-505-1ｱｲ第一ﾋﾞﾙ 048-668-0001

アイメガネ　岩槻駅前通り店 埼玉県 さいたま市岩槻区東町 1-12 048-757-0001

アイメガネ　富士見鶴馬店 埼玉県 富士見市鶴馬 1-25-1 049-251-0001

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

イワキ木更津本店 千葉県 木更津市太田４丁目15-3 0438-25-2548

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

千葉メガネ　イオン千葉ニュータウン店 千葉県 印西市中央北3-1-1AEON千葉ニュータウン店2階 0476-47-4634

ビジョンメガネ北習志野本店 千葉県 船橋市習志野台２丁目１３－１ 047-468-0432

メガネハット白井店 千葉県 白井市根字笹塚１４３－３ 047-492-4466

メガネハット船橋北店 千葉県 船橋市北本町１－１－１６ 047-460-8227

メガネハット富里店 千葉県 富里市七栄字東二本榎４３９－１ 0476-90-5866

メガネハット東習志野店 千葉県 習志野市東習志野８－１－７ 047-455-7735

メガネハット成田店 千葉県 成田市加良部６－５－２ 0476-29-7717

メガネハットアクロスプラザ千葉ﾆｭｰﾀｳﾝ南店 千葉県 印西市中央南２丁目５ 0476-40-7133

メガネハット山武片貝店 千葉県 山武郡九十九里町田中荒生２２８ 0475-70-3360



メガネハット市川大野店 千葉県 市川市南大野１－１４－１５ 047-303ー5288

メガネハット八街店 千葉県 八街市八街ほ７３７－１ 043-440-7727

メガネハット六高台店 千葉県 松戸市六高台７－１４７ 047-389-6672

メガネハット七光台店 千葉県 野田市七光台４４０-１ 04-7129-8688

メガネドラッグ浦安店 千葉県 浦安市当代島1-3-29アイエムビル 047-355-0206

メガネドラッグ柏本店 千葉県 柏市柏1-5-12エクセル８ビル 04-7166-1771

メガネドラッグ千葉店 千葉県 千葉市中央区富士見2-9-28山崎ビル 043-225-1001

メガネドラッグ津田沼駅前店 千葉県 船橋市前原西2-14-5 047-471-4871

メガネドラッグ船橋店 千葉県 船橋市本町5-3-3大野ビル 047-425-2022

メガネドラッグ松戸駅前店 千葉県 松戸市松戸1178イセウビル３Ｆ 047-360-1171

メガネドラッグ本八幡駅前店 千葉県 市川市八幡2-6-12 047-332-6117

メガネスーパー 千葉おゆみ野店 千葉県 千葉市緑区おゆみ野南5-18-5 043-293-6650

メガネスーパー 大網店 千葉県 大網白里市大網28-5 和はうす１Ｆ 0475-73-8088

メガネスーパー 行徳駅前店 千葉県 市川市行徳駅前1-27-20 堀徳ビル１Ｆ 047-399-2219

メガネスーパー 八柱駅前店 千葉県 松戸市日暮1-7-1 壱番館・松戸家ビル 047-387-9900

メガネスーパー 柏本店 千葉県 柏市柏2-4-1 04-7167-0892

メガネスーパー 市川店 千葉県 市川市市川1-9-11 サン市川ハイツサンポポ１Ｆ 047-326-6331

メガネのタニ　アリオ蘇我店 千葉県 千葉市中央区川崎町52-7 043-208-1220

メガネのタニ　幕張店 千葉県 千葉市花見川区幕張町4-417-25　イトーヨーカドー幕張店1F 043-297-7631

パリミキ　千城台店 千葉県 千葉市若葉区千城台北３－２１－１　ラパーク千城台　１Ｆ 043-236-5610

パリミキ　八街店 千葉県 八街市文違３０１－３８４８ 043-443-8802

勉強堂　五井店 千葉県 市原市五井中央西2-10-7　勉強堂ビル1Ｆ 0436-21-2211

勉強堂　マリンピア店 千葉県 千葉市美浜区高洲3-13-1　マリンピア3Ｆ 043-278-3366

勉強堂　東金店 千葉県 東金市東岩崎2-26 0475-55-5781

勉強堂　ゆみ～る店 千葉県 千葉市緑区おゆみ野3-16　ゆみ～る4Ｆ 043-226-9326

アイメガネ　八千代台ﾕｱｴﾙﾑ店 千葉県 八千代市八千代台東 1-1-10ﾕｱｴﾙﾑ3F 047-485-0001

アイメガネ　成東ラパーク店 千葉県 山武市成東 1870-1ﾗ･ﾊﾟｰｸ成東店 0475-80-0001

和真メガネ　町田店 東京都 町田市森野1-14-17 西友町田店 4F 042-726-8701

メガネのテズカ 東京都 立川市曙町2-1-1ルミネ立川9F 042-524-1312

メガネアモ　八幡山店 東京都 世田谷区上北沢4-36-23 京王リトナード八幡山店内 03-3302-3300

トキザワ眼鏡店 東京都 大田区大森北4-24-8 03-3761-8804

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

メガネのイザワ 東京都 大田区仲六郷2-31-9 03-3738-7612

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

ビックコンタクト渋谷東口店 東京都 渋谷区渋谷1-24-12　ビックカメラ渋谷東口店4F 03-5466-5701

ビックコンタクト立川店 東京都 立川市曙町2-12-2　ビックカメラ立川店2Ｆ 042-548-1113

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

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

ビックコンタクトビックロ　ビックカメラ新宿東口店 東京都 新宿区新宿3-29-1　　ビックロビックカメラ新宿東口店6F 03-3226-1490

ビックコンタクト赤坂見附駅店 東京都 港区赤坂3-1-6　ビックカメラ赤坂見附駅店7F 03-6230-1122

ビックコンタクトＡＫＩＢＡ 東京都 千代田区外神田4-1-1 ビックカメラAKIBA 2F 03-6260-8113

ビックコンタクト池袋西口店 東京都 豊島区西池袋1-16-3　ビックカメラ池袋西口店4F 03-3980-0200

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

眼鏡市場　上野店 東京都 台東区上野4-9-15 03-3831-8368

眼鏡市場　渋谷店 東京都 渋谷区宇田川町20番1号 03-5459-6918

眼鏡市場　池袋店 東京都 豊島区東池袋1丁目4-6 03-5979-9058

アイアンドアイ　船堀店 東京都 江戸川区船堀4-2-6 03-3680-7295

アイリスメガネ　小岩店 東京都 江戸川区南小岩7－27－15　シャポー小岩 地下1階 03-3672-5066

アイリスメガネ　八重洲地下街店 東京都 中央区八重洲2-1　八重洲地下街中1号 03-3274-5991

アイケアワールド　東京駅八重洲店 東京都 中央区八重洲2-1　八重洲地下街中2号 03-3271-3671

ウインク佐野 東京都 調布市国領町2-5-15 042-482-7522

貴晴堂 東京都 西東京市田無町2-11-7 042-461-4469

くにたちメガネ 東京都 国立市中1-16-20 042-572-5500

メガネのマエダ　武蔵小金井店 東京都 小金井市本町6-14-9　ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ武蔵小金井店3F 042-383-1578

メガネフレンド 東京都 多摩市馬引沢1-18-11 0423-38-0410

オプティックレインボー 東京都 杉並区西荻北3-30-12 03-6750-8083

北野メガネ館 東京都 八王子市北野町５４６－１　横井ビル１Ｆ 042-644-1664



アド立川本店 東京都 立川市曙町2-2-25 立川タクロス1F 042-527-3426

アド八王子店 東京都 八王子市東町8-9 042-644-5851

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

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

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

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 03-3485-8145

ビジョンメガネフレスポ若葉台店 東京都 稲城市若葉台２丁目４－２ フレスポ若葉台１Ｆ 042-350-7899

ビジョンメガネコピオ北野店 東京都 八王子市北野町５４５番地－３ コピオ北野１F 042-660-1558

ビジョンメガネアメリア稲城店 東京都 稲城市矢野口２２８４－１ アメリア稲城２Ｆ 042-370-7889

ビジョンメガネ高島平店 東京都 板橋区高島平８－１１－１１ ＳＤビル１Ｆ 03-3935-2949

ビジョンメガネ小岩店 東京都 江戸川区東小岩４－９－６ シャローム２１ 03-3671-5929

ハートアップビーフラット成城コルティ店 東京都 世田谷区成城6丁目5番34号成城コルティ2F208 03-5429-1161

メガネドラッグ赤羽駅前店 東京都 北区赤羽1-13-1ミドリヤビル 03-3901-0777

メガネドラッグ池袋東店 東京都 豊島区南池袋2-15-3前田ビル 03-3989-0006

メガネドラッグ池袋本店 東京都 豊島区西池袋1-10-10東武アネックスビル 03-3988-8100

メガネドラッグ板橋駅前店 東京都 北区滝野川7-3-8Ｇ・Ｋ板橋 03-3916-1009

メガネドラッグ上野店 東京都 台東区東上野2-18-9ファーストビル 03-3831-0202

メガネドラッグ御徒町店 東京都 台東区上野6-1-1小西本店ビル 03-3836-2531

メガネドラッグ荻窪店 東京都 杉並区荻窪5-26-10　Ｋ-Ｂ荻窪ビル 03-3398-0088

メガネドラッグ葛西駅前店 東京都 江戸川区中葛西3-35-17関口ビル 03-3877-0056

メガネドラッグ金町店 東京都 葛飾区東金町1-45-9ＮＫ金町ビル 03-3608-0012

メガネドラッグ蒲田西店 東京都 大田区西蒲田7-46-6西蒲田アロービル 03-3735-1010

メガネドラッグ蒲田東店 東京都 大田区蒲田5-39-2明治安田生命蒲田駅前ビル 03-3735-1515

メガネドラッグ蒲田本店 東京都 大田区蒲田4-20-1マニュライフプレイス蒲田 03-3735-0032

メガネドラッグ吉祥寺Ａ店 東京都 武蔵野市吉祥寺本町1-13-9小谷ビル 0422-21-6511

メガネドラッグ吉祥寺本店 東京都 武蔵野市吉祥寺南町1-11-2 0422-48-1001

メガネドラッグ錦糸町駅前店 東京都 墨田区江東橋4-26-5 03-5600-1301

メガネドラッグ自由が丘店 東京都 目黒区自由が丘1-14-15サーカスビル１Ｆ 03-5701-3121

メガネドラッグ新宿中央店 東京都 新宿区西新宿1-24-1エステックモールＢ２ 03-3346-3003

メガネドラッグ新橋中央店 東京都 港区新橋2-12-15 03-3593-0055

メガネドラッグ巣鴨駅前店 東京都 豊島区巣鴨1-18-10三喜ビル 03-3947-5567

メガネドラッグ竹の塚店 東京都 足立区竹の塚1-37-12 03-5851-7377

メガネドラッグ調布店 東京都 調布市布田1-43-9劔持ビル 042-489-0098

メガネドラッグ日暮里店 東京都 荒川区西日暮里2-25-1ステーションガーデンタワー１階 03-3891-0091

メガネドラッグ浜松町店 東京都 港区芝大門1-16-8芝大門野村ビル 03-3431-2727

メガネドラッグ府中駅前店 東京都 府中市府中町1-12-7センタービル 042-366-0001

メガネドラッグ町田店 東京都 町田市森野1-37-11フラワー吉田ビル２階 042-728-0380

メガネドラッグ武蔵小金井店 東京都 小金井市本町1-18-5村松ビル 042-386-0021

メガネドラッグ武蔵境店 東京都 武蔵野市境1-15-15フジサンビル 0422-51-0029

和真メガネ　新宿本館 東京都 新宿区新宿3-28-7 03-3354-5588

メガネスーパー 新小岩店 東京都 葛飾区新小岩1-53-15 藤廣ビル1階101号室 03-5607-4566

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

メガネスーパー ＧＩＮＺＡ５店 東京都 中央区銀座5-1 GINZA52Ｆ 03-6259-8617

メガネスーパー 神田西口店 東京都 千代田区内神田3-8-6 03-5256-2110

メガネスーパー 梅屋敷店 東京都 大田区大森西6-13-16 ＭＫビル１Ｆ 03-3765-8361

メガネスーパー パルム武蔵小山店 東京都 品川区荏原3-4-14 MMP3ビル1Ｆ 03-5788-2525

メガネスーパー カラール広尾店 東京都 渋谷区広尾5-14-2 03-5447-2667

メガネスーパー 神楽坂店 東京都 新宿区神楽坂2丁目4番地 田金館1F 03-5225-3663

メガネスーパー 水道橋店 東京都 千代田区三崎町2-8-10 ケープビル1F 03-5275-5038

メガネスーパー 三軒茶屋店 東京都 世田谷区三軒茶屋2-14-8 鍋谷ビル１F 03-5779-6877

メガネスーパー 西新宿都庁前店 東京都 新宿区西新宿1-22-1 スタンダードビル１Ｆ 03-3345-1554

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１Ｆ 03-3355-0653

メガネスーパー 中野サンモール店 東京都 中野区中野5-67-11 03-5942-5708

メガネスーパー 吉祥寺ダイヤ街店 東京都 武蔵野市吉祥寺本町1-8-3 ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ吉祥寺ｺｽﾓ1Ｆ 0422-20-2237

メガネスーパー 千歳烏山店 東京都 世田谷区南烏山4-12-6 ＡＭビル１Ｆ 03-5314-2150

メガネスーパー 八王子めじろ台店 東京都 八王子市椚田町537-13 042-668-8800

メガネスーパー 八王子本店 東京都 八王子市中町５－１ 八王子中町ビル１階 042-621-1178



メガネスーパー 原町田店 東京都 町田市原町田6-13-15 042-739-3588

アイルック 東京都 世田谷区祖師谷4-1-25 03-3483-8991

メガネサロンイッセイ 東京都 品川区大井1-21-3　アンサンブル大井ビル1F 03-3775-3630

メガネのタニ　昭島店 東京都 昭島市田中町562-1 042-546-4870

メガネのタニ　良眼工房中野店 東京都 中野区中野3-34-28　中野マルイ4F 03-3384-0381

メガネのタニ　良眼工房北千住店 東京都 足立区千住3-92　北千住マルイ8F 03-6806-2731

メガネのタニ　良眼工房錦糸町店 東京都 墨田区江東橋3-9-10　錦糸町マルイ6F 03-6240-2261

ヒロコンタクト 東京都 豊島区南池袋2-26-6　島倉ビル1F 03-3988-9713

メガネさろん池袋店 東京都 豊島区西池袋1-1-25　東武百貨店5F　11番地 03-5951-8390

メガネスクエア錦糸町店 東京都 墨田区亀沢4-12-2 03-3829-0713

アイメガネ　小平小川町店 東京都 小平市小川町2-1328 042-347-6877

アイメガネ　町田木曽店 東京都 町田市木曽東 3-8-1 042-724-0201

メガネの三洋 神奈川県 足柄下郡湯河原町土肥5-1-2 0465-63-6634

東海メガネ・コンタクト　港南台本店 神奈川県 横浜市港南区港南台5-6-37 045‐833‐3049

東海メガネ・コンタクト　横浜西口店 神奈川県 横浜市神奈川区鶴屋町2-23-2　TSプラザビル 1F・6F 045‐411‐0246

栄友堂　野川店 神奈川県 川崎市宮前区野川１０８５ 044‐７77‐6751

栄友堂　宮前平店 神奈川県 川崎市宮前区宮崎6丁目9－6　宮前平ショッピングパークC棟１０２ 044‐854‐0302

栄友堂　たまプラーザ店 神奈川県 横浜市青葉区美しが丘２丁目２１－２ 045‐901‐6452

栄友堂　あざみ野店 神奈川県 横浜市青葉区あざみ野1丁目１２－１０ 045-903-5588

栄友堂　青葉台店 神奈川県 横浜市青葉区青葉台１丁目２８－１ 045-983-0880

山下眼鏡店 神奈川県 横浜市中区住吉町５-５７ 045-681-0198

ビックコンタクト藤沢店 神奈川県 藤沢市藤沢559　ビックカメラ藤沢店5F 0466-29-1254

ビックコンタクトラゾーナ川崎店 神奈川県 川崎市幸区堀川町72-1　ビックカメララゾーナ川崎1F 044-520-1141

ビックコンタクト新横浜店 神奈川県 横浜市港北区新横浜2-100-45　キュービックプラザ新横浜店8Ｆ 045-478-1118

アイケアワールド　鶴見東口店 神奈川県 横浜市鶴見区鶴見中央1-5-5 045-506-1885

Ｗink Ｏzawa 神奈川県 神奈川県横浜市南区　弘明寺町149 045-712-5670

ビジョンメガネ古渕店 神奈川県 相模原市南区古淵３－６－２１ 042-768-0099

ビジョンメガネたまプラーザ店 神奈川県 横浜市青葉区新石川3丁目35-15 045-911-5688

ビジョンメガネ横浜港北本店 神奈川県 横浜市都筑区茅ヶ崎南５－１９－２３ 喜三義ビル１Ｆ 045-948-1446

ビジョンメガネコーナン鎌倉大船モール店 神奈川県 鎌倉市岡本１１８８番地１ 0467-42-8889

ビジョンメガネエムアイプラザ伊勢原店 神奈川県 伊勢原市板戸８ エムアイプラザ内 0463-97-4579

ビジョンメガネ立場店 神奈川県 横浜市泉区和泉中央南2丁目23-21 045-806-1278

ビジョンメガネBRAMCH茅ヶ崎店 神奈川県 茅ヶ崎市浜見平３－１ＢＲＡＮＣＨ茅ヶ崎２ ２Ｆ 0467-38-8166

ビジョンメガネ港北センター北あいたい店 神奈川県 横浜市都筑区中川中央1丁目1-3ショッピングタウンあいたい３Ｆ 045-509-1277

メガネドラッグ上大岡店 神奈川県 横浜市港南区上大岡西1-11-3 045-845-1281

メガネドラッグ鶴見駅前店 神奈川県 横浜市鶴見区豊岡町3-25木島ビル 045-574-1666

メガネドラッグ東戸塚店 神奈川県 横浜市戸塚区品濃町517-1パークハイツ南の街１階 045-829-0880

メガネドラッグ藤沢店 神奈川県 藤沢市南藤沢19-13 一水ビル 0466-27-0226

メガネドラッグミューザ川崎店 神奈川県 川崎市幸区大宮町1310番121号ミューザ川崎１Ｆ 044-520-8022

メガネドラッグ大和駅前店 神奈川県 大和市大和南1-3-1大和駅前ビル 046-264-0052

メガネドラッグ横浜西口店 神奈川県 横浜市西区南幸2-7-12石辺ビル 045-312-0080

和真メガネ　川崎ルフロン店 神奈川県 川崎市川崎区日進町1-11 　川崎ルフロン5F 044-589-8365

メガネスーパー 横浜西口本店 神奈川県 横浜市西区北幸1-8-6　三栄ビルＢ1Ｆ 045-317-7727

メガネスーパー 横浜西口パルナード店 神奈川県 横浜市西区南幸2-14-16　第6浅川ビル 045-321-0080

メガネスーパー たまプラーザ店 神奈川県 横浜市青葉区美しが丘1-11-3 ＵＫビル１Ｆ 045-903-9172

メガネスーパー 十日市場店 神奈川県 横浜市緑区十日市場町868-1 045-984-8411

メガネスーパー 二俣川店 神奈川県 横浜市旭区二俣川２-58 清水ハーモニービル１Ｆ１号 045-367-4027

メガネスーパー 綱島店 神奈川県 横浜市港北区綱島西1-7-8 東京ビル１Ｆ 045-542-4244

メガネスーパー 港北NTｾﾝﾀｰ南店 神奈川県 横浜市都筑区茅ヶ崎中央19-1 タウンスクエア１Ｆ 045-949-1010

メガネスーパー 厚木大通り店 神奈川県 厚木市中町3-12-1 厚木国際ビル１Ｆ 046-295-3122

メガネスーパー 鴨宮店 神奈川県 小田原市鴨宮621 0465-49-3460

メガネのタニ　相模原店 神奈川県 相模原市南区松ヶ枝町17-1　イトーヨーカドー相模原店3F 042-747-1104

和真メガネ 横須賀中央店 神奈川県 横須賀市若松町2-30 横須賀モアーズシティ 6F 046-824-2121

和真メガネ トレッサ横浜店 神奈川県 横浜市港北区師岡町700番地 トレッサ横浜 南棟 3F 045-533-5130

和真メガネ川崎ルフロン店 神奈川県 川崎市川崎区日進町1-11 川崎ルフロン5F 044-589-8365

めがね館　アコーレ店 新潟県 上越市富岡3458 025‐521‐2548

いおか阿賀野店 新潟県 新潟県阿賀野市庄ヶ宮沢田682-1 0250-62-7363



いおか豊栄店 新潟県 新潟市北区柳原2-8-12 025-388-1015

いおか大学前店 新潟県 西区坂井440-10 025-263-5580

いおか見附店 新潟県 見附市昭和町2-6-29 0258-63-5285

いおか小千谷店 新潟県 小千谷市平沢1-544-1 0258-82-9280

朝日堂 新潟県 十日町市本町1丁目294番地 025-757-2526

サイトウメガネ 新潟県 三条市本町１丁目2-20 0256-32-0720

メガネスーパー 新発田店 新潟県 新発田市新栄町3-753-1 0254-26-1176

メガネスーパー 新津程島店 新潟県 新潟市秋葉区程島1926-1 0250-24-3170

メガネスーパー 新潟中条店 新潟県 胎内市東本町2641 イオン中条店内 0254-39-1212

メガネスーパー 村上店 新潟県 村上市仲間町字坂下522-9 0254-50-7883

メガネスーパー 新潟黒埼店 新潟県 新潟市西区山田420-1 025-377-1800

メガネスーパー 新潟松崎ニュータウン店 新潟県 新潟市東区新松崎1-8-14 025-257-9077

メガネスーパー 三条市役所通り店 新潟県 三条市旭町2-14-2 0256-35-1859

メガネスーパー 燕三条店 新潟県 燕市井土巻3-95 0256-61-1344

メガネスーパー 長岡イオン前店 新潟県 長岡市緑町1-216-１ 0258-22-5665

メガネスーパー バロー上越ﾓｰﾙ店 新潟県 上越市とよば239-1 バロー上越モール内 025-527-2575

パリミキ　新津店 新潟県 新潟市秋葉区新津５１６３番地８ 0250-25-2210

ウィズヤマイチ　本店 富山県 氷見市幸町31-3 0766-72-1433

メガネハウス　富山本店 富山県 富山市天正寺1141 076-422-8707

メガネハウス　富山南店 富山県 富山市掛尾町8-1 076-422-8083

メガネハウス　富山山室店 富山県 富山市山室118 076-495-8707

メガネハウス　富山下堀店 富山県 富山市下堀60-2 076-492-8083

メガネハウス　富山上飯野店 富山県 富山市上飯野38-1 076-482-3688

メガネハウス　高岡姫野店 富山県 高岡市姫野567 0766-82-1303

メガネハウス　高岡横田店 富山県 高岡市千石町259-8 0766-26-8083

メガネハウス　高岡野村店 富山県 高岡市野村1206-1 0766-21-8083

メガネハウス　高岡駅南店 富山県 高岡市赤祖父473 0766-25-8083

メガネハウス　砺波本店 富山県 砺波市太郎丸2-50 0763-34-8707

メガネハウス　小杉店 富山県 射水市戸破元町1730 0766-56-8707

メガネハウス　入善店 富山県 下新川郡入善町椚山1230-1 0765-74-8083

メガネハウス　黒部店 富山県 黒部市牧野866-1 0765-32-5885

メガネハウス　魚津店 富山県 魚津市住吉548-1 0765-22-8707

メガネハウス　滑川店 富山県 滑川市上小泉1048 076-475-8083

メガネのスカイ　丸岡店 福井県 坂井市丸岡町一本田11-3 ピアゴ内 0776-66-4446

メガネのスカイ　敦賀店 福井県 敦賀市白銀町11-5　アルプラザ3Ｆ 0770-23-5546

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

きのした眼鏡店 福井県 福井市学園3-1-1 0776-25-7715

RICCO 福井県 福井市大和田町2-1212　エルパ1Ｆ 0776-50-2123

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

SABAE OPT 鯖江店 福井県 鯖江市下河端町16-16-1 アルプラザ鯖江1F 0778-43-6003

グラスガーデン 福井県 鯖江市神中町2-907-1 0778-52-7117

越前めがねの里 福井県 越前市向陽町53 0778-23-9500

メガネファッションＫＧ 福井県 越前市稲寄町11-1-10 0778-21-3161

ベルジュアダチ 福井県 大野市春日1-11-5 0779-66-5489

メガネスーパー 福井二の宮店 福井県 福井市二の宮2-28-26 0776-26-4804

メガネスーパー 福井花堂店 福井県 福井市花堂南2-3-3 Ｍ・Ｏビル１Ｆ 0776-34-4089

和真甲府昭和店 山梨県 中巨摩郡昭和町西条13-1　イトーヨーカドー甲府昭和店１F 055-240-7267

石川時計店 山梨県 北杜市長坂町長坂上条2316-9 0551-32-2458

メガネスーパー 南アルプス東南湖店 山梨県 南アルプス市東南湖773-1 055-280-8211

メガネスーパー アルプス通り甲府本店 山梨県 甲府市徳行3-9-32 055-226-3251

和真　アリオ上田店 長野県 上田市天神3-5-1　アリオ上田２F 0268-25-1350

めがね館アイール 長野県 上田市天神1丁目8－1 0268‐21－1058

メガネのコミヤマ　東御店 長野県 東御市常田562‐１ 0268‐64‐8570

軽井沢ビジョンステーション 長野県 北佐久郡軽井沢町中軽井沢6－5 0267-41-6373

めがねタイム 長野県 佐久市塩名田488‐2 0267‐58‐0123

メガネのイタガキ ｲｵﾝﾓｰﾙ佐久平店 長野県 佐久市佐久平駅南11番地10 0267-66-3074

メガネのイタガキ 佐久本店 長野県 佐久市中込3639-37 0267-62-8890



メガネスーパー 長野若槻店 長野県 長野市檀田２－３１－３ 026-263-8865

メガネの駒ヶ根店 長野県 駒ヶ根市赤穂954 0265-81-4146

メガネの21飯田店 長野県 飯田市上郷黒田1100-2 0265-59-8821

光華眼鏡店　岡本店 岐阜県 高山市岡本町1-22-3 0577-32-3715

メガネの21可児店 岐阜県 可児市下恵土2942-3 0574-62-2199

メガネのハヤフジ　本店 静岡県 伊東市松原本町16-1 0557-37-8356

メガネの優 静岡県 富士市中野429-8 0545-36-1803

ビジョンメガネ焼津店 静岡県 焼津市八楠３－３－８ 054-620-9001

ビジョンメガネ伊東店 静岡県 伊東市吉田１４２番地 0557-44-6678

ビジョンメガネサンストリート浜北店 静岡県 浜松市浜北区平口２８６１ サンストリート浜北１Ｆ 053-584-6178

ビジョンメガネアピタ磐田店 静岡県 磐田市今之浦3丁目1-11 アピタ磐田店1階 0538-31-3474

メガネスーパー 沼津香貫店 静岡県 沼津市三園町12-21 055-934-8787

メガネスーパー 浜松高丘店 静岡県 浜松市中区高丘西1-28-33 053-437-9770

ビックコンタクト名古屋駅西店 愛知県 名古屋市中村区椿町6-9　ビックカメラ名古屋駅西店4F 052-459-1304

ビックコンタクト名古屋ＪＲケートタワー店 愛知県 名古屋市中村区名駅1-1-3 ビックカメラ名古屋JRゲートタワー店　10F 052-569-1115

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

メガネーゼ蟹江店 愛知県 海部郡蟹江町ヤの割55-1 0567-96-1005

アベール 愛知県 名古屋市緑区池上台2-1 052-895-3010

アイワールドサカイアピタ江南西店 愛知県 江南市松竹町上野205 0587-51-5950

ビジョンメガネ安城店 愛知県 安城市城南町１－１５－６ 0566-73-5780

ビジョンメガネ豊田店 愛知県 豊田市下市場町５丁目３６ 0565-36-6789

ビジョンメガネ稲沢店 愛知県 稲沢市大塚南５－１－１ アクロスプラザ稲沢内 0587-34-5669

ビジョンメガネリソラ大府店 愛知県 大府市柊山町一丁目98番地リソラ大府ショッピングテラス１階 0562-85-9385

ハートアップ名古屋エスカ店 愛知県 名古屋市中村区椿町6番9号先エスカ地下街 052-451-1566

ハートアップアピタ東海荒尾店 愛知県 東海市荒尾町山王前20番地アピタ東海荒尾2F 052-689-1681

メガネスーパー 名古屋栄スカイル店 愛知県 名古屋市中区栄3-4-5 栄スカイル6F 052-249-1008

メガネスーパー 名古屋平針・原店 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

メガネスーパー 津島店 愛知県 津島市新開町1-55-1 0567-22-2075

メガネスーパー 一宮店 愛知県 一宮市両郷町1-21-1 0586-26-0121

メガネの三城　小牧本店 愛知県 小牧市堀の内２丁目１４６番地 0568-75-2010

メガネの三城　岡崎北店 愛知県 岡崎市百々西町１３－１０ 0564-25-2355

メガネの三城　アピタ稲沢店 愛知県 稲沢市天池五反田町１　アピタ稲沢　１Ｆ 0587-23-5536

メガネの三城　滝ノ水店 愛知県 名古屋市緑区上旭２－２０５ 052-892-7033

ビジョンメガネ名張店 三重県 名張市鴻之台２番町１２９番 0595-62-3789

メガネの三城　津本店 三重県 津市雲出本郷町荒木１６４１－１ 059-234-9325

メガネの三城　鈴鹿店 三重県 鈴鹿市算所町８３３番地 059-378-6828

ビジョンメガネフレンドタウン瀬田川店 滋賀県 大津市瀬田１－３１－１ フレンドタウン瀬田川内 077-547-2369

ビジョンメガネ堅田店 滋賀県 大津市本堅田４－１４－９ 077-571-2239

ビジョンメガネ安曇川店 滋賀県 高島市安曇川町青柳字長町１７５５－９ 0740-32-8089

ビジョンメガネ野洲店 滋賀県 野洲市市三宅１０１３番地 アクロスプラザ野洲 077-586-8980

メガネの21能登川店 滋賀県 東近江市林町52 0748-42-0179

メガネの21彦根店 滋賀県 彦根市松原町1849-12 0749-22-7821

メガネの三城　草津店 滋賀県 草津市東草津２丁目２－５２ 077-565-0061

メガネの三城　長浜バイパス店 滋賀県 長浜市八幡中山町８８－４番地 0749-65-5375

眼鏡市場　京都河原町本店 京都府 京都市中京区河原町通四条上る米屋町393番地 075-213-6608

眼鏡市場　イオンモールＫＹＯＴＯ店 京都府 京都市南区西九条鳥居口町1番地3階B211-2G 075-692-3708

ビジョンメガネ京都堀川本店
京都府 京都市中京区堀川通姉小路上る三坊堀川町５５－１ 075-253-1390

ビジョンメガネ千本今出川店 京都府 京都市上京区今出川通り千本西入ル南上善寺町１５８ 075-463-0444

ビジョンメガネ城陽店 京都府 城陽市久世北垣内３１－１ 0774-55-6899

ビジョンメガネ亀岡店 京都府 亀岡市荒塚町１－８－１ 0771-22-7203

ビジョンメガネガーデンモール木津川店 京都府 木津川市州見台(クニミダイ)１丁目１番１－１ ガーデンモール木津川１F 0774-75-2289

ビジョンメガネ北山元町店 京都府 京都市北区小山元町４９－３ セ－ドル北山１Ｆ 075-494-2203

ビジョンメガネ修学院店 京都府 京都市左京区山端川端町４－４ 075-705-2379

ビジョンメガネ北白川店 京都府 京都市左京区北白川下別当町２８ 075-705-2499

ビジョンメガネ京田辺店 京都府 京田辺市田辺中央４丁目２－４ コルティーレＫ６ 0774-68-2337

ビジョンメガネ長岡店 京都府 長岡京市開田4－8－1 長岡中央第一ビル1Ｆ 075-952-4939

ビジョンメガネ下津林店 京都府 京都市西京区下津林東芝ノ宮町２０ 075-383-4889



ビジョンメガネ宇治小倉店 京都府 宇治市小倉町西山１０－２ 0774-28-0269

ビジョンメガネ桃山御陵店 京都府 京都市伏見区御香宮門前町１８４番３ 075-604-5799

ハートアップビジョンスクエア福知山店 京都府 福知山市東羽合1224-3 0773-24-4160

メガネの三城　福知山店 京都府 福知山市厚東町３０番地 0773-23-9117

メガネの三城　桂店 京都府 京都市西京区上桂御正町４－１ 075-393-8618

メガネの三城　峰山店 京都府 京丹後市大宮町河辺３３９６－１ 0772-64-5335

イシガミ高槻 大阪府 高槻市紺屋町7-19 072-681-1985

ビックコンタクトなんば店 大阪府 大阪市中央区千日前2-10-1　ビックカメラなんば店2F 06-6634-1050

眼鏡市場　ヨドバシ梅田店 大阪府 大阪市北区大深町1-1 06-6376-1608

眼鏡市場　ホワイティうめだ店 大阪府 大阪市北区角田町　梅田地下街5-1　ホワイティうめだ 06-6361-2018

眼鏡市場　アーバンテラス茶屋町店 大阪府 大阪市北区茶屋町15-22 06-6292-2188

眼鏡市場　北心斎橋店 大阪府 大阪市中央区博労町3丁目4番15号 06-4963-9093

眼鏡市場　心斎橋店 大阪府 大阪市中央区心斎橋筋1-8-1 06-6244-0618

メガネの三愛 LINOAS店 大阪府 八尾市本町7丁目7番10号 072-992-3979

メガネの三愛 山本店 大阪府 八尾市山本町南2丁目1番地8号 072-998-2338

オプト高橋梅田大丸店 大阪府 大阪市北区梅田3-1-1 06-6562-0466

クレメガネ キスパ店 大阪府 岸和田市春木若松町２１－２９春木ラパーク・キスパ１Ｆ 0724-37-7658

メガネショップWAY 大阪府 三島郡島本町水無瀬2－3－4 075-962-2780

ビジョンメガネ針中野店 大阪府 大阪市東住吉区中野４－１２－２５ 06-6769-3459

ビジョンメガネ十三店 大阪府 大阪市淀川区新北野１－３－４ 06-6838-1778

ビジョンメガネ千林店 大阪府 大阪市旭区今市町１－１－５ 06-6958-2666

ビジョンメガネ羽曳野店 大阪府 羽曳野市西浦６丁目３－３ 072-956-4309

ビジョンメガネ放出店 大阪府 大阪市鶴見区放出東２－９－１４ イイダビル１Ｆ 06-6961-6457

ビジョンメガネ守口店 大阪府 守口市菊水通２－９－１３ 06-6995-2789

ビジョンメガネ住之江北店 大阪府 大阪市住之江区北加賀屋１－４－２０ グランペール１Ｆ 06-6684-2459

ビジョンメガネ都島店 大阪府 大阪市都島区都島北通１丁目４－３３ 06-6921-8889

ビジョンメガネ歌島橋店 大阪府 大阪市西淀川区御幣島１－８－８ ラ・ポール御幣島１Ｆ 06-6472-8880

ビジョンメガネ吹田朝日町店 大阪府 吹田市朝日町１９番２２号 06-6318-2340

ビジョンメガネ金剛店 大阪府 大阪狭山市金剛２－９－７ 072-360-2259

ビジョンメガネ東茨木店 大阪府 茨木市舟木町２－１ シャトー黒田１Ｆ 072-630-5678

ビジョンメガネ三国ヶ丘店 大阪府 堺市北区百舌鳥梅北町１－２５－１ ホームセンターコーナン１F 072-240-5790

ビジョンメガネ光明池店 大阪府 和泉市室堂町８２４番３６ コムボックス光明池２Ｆ 0725-57-1369

ビジョンメガネコーナンなかもず店 大阪府 堺市北区中百舌鳥町３－４２８－２ 072-275-4440

ハートアップ高槻店 大阪府 高槻市芥川町1丁目2番B0202ACTamore2F 072-682-9150

ハートアップヨドバシ梅田店 大阪府 大阪市北区大深町1-1-1ヨドバシ梅田ビル7F 06-6377-2925

メガネスーパー 大阪大国町店 大阪府 大阪市浪速区敷津西2-1-26 ﾀｲﾎｳﾊｲﾂ敷津3番館1F 06-6630-9230

メガネスーパー 布施店 大阪府 東大阪市足代2-5-19 東大阪大治ビル１Ｆ 06-6720-2670

メガネスーパー NAMBAなんなん店 大阪府 大阪市中央区難波5丁目 なんなんタウン5号 06-6537-7122

メガネスーパー 北心斎橋店 大阪府 大阪市中央区南船場3-7-16 06-6241-1572

メガネスーパー 高槻店 大阪府 高槻市高槻町4-3 サタリー第１ビル１Ｆ 072-681-7754

メガネスーパー エキマルシェ大阪アルビ店 大阪府 大阪市北区梅田3-1-1 エキマルシェ大阪アルビ 06-6450-8698

シミズメガネ 東大阪花園店 大阪府 東大阪市稲葉3-15-38 072-967-0177

めがね堂岸和田店 大阪府 岸和田市八阪町1丁目8-2 0724-37--3130

エムズグラッシーズ 大阪府 泉佐野市上町1丁目8-53 0724-61-0771

メガネの三城　くずは店 大阪府 枚方市船橋本町２丁目５３番地 072-868-0411

メガネの三城　上牧店 大阪府 高槻市上牧南駅前町１２５　高槻デポマート　１Ｆ 072-669-3400

メガネワールド熊取店 大阪府 泉南郡熊取町大久保東1-3-2 072-452-7766

イシガミ住吉店 兵庫県 神戸市東灘区住吉本町21-2-1 078-854-5525

アップル眼鏡工房 兵庫県 神戸市東灘区住吉本町2丁目18-16 078-803-8540

メガネ工房ノイエ 兵庫県 明石市二見町888-3 078-949-1039

メガネのやまもとイオン東加古川 兵庫県 加古川市平岡町土山字勝負850-1 078-941-7517

メガネのやまもと平岡 兵庫県 加古川市平岡町新在家99-1 079-424-7386

ルックワン飾磨 兵庫県 姫路市飾磨区細江127 079-235-9161

ルックワン英賀保 兵庫県 姫路市飾磨区鎌倉町9 0792-37-3263

18Kなかにし 兵庫県 赤穂市加里屋53-2 0791-42-2361

コミュニティツダ フレンテ店 兵庫県 西宮市池田町１１－１ フレンテ西宮３階 0798-32-8655

コミュニティツダ コロワ店 兵庫県 西宮市甲子園高潮町３－３ 0798-49-1911



ビジョンメガネ神戸三宮本店 兵庫県 神戸市中央区三宮町１－９ センタープラザビル１Ｆ 078-325-3789

ビジョンメガネ宝塚店 兵庫県 宝塚市小林４－７－７７ 0797-72-6488

ビジョンメガネ魚住店 兵庫県 明石市魚住町長坂寺ツエ池９９１－１ 078-948-2489

ビジョンメガネ志染店 兵庫県 三木市別所町小林６７０－６ 0794-89-0345

ビジョンメガネ小野店 兵庫県 小野市黒川町１７６２ 0794-64-2299

ビジョンメガネコープデイズ神戸西店 兵庫県 神戸市西区池上３－３－１ コープＤＡＹＳ神戸西３Ｆ 078-975-3446

ビジョンメガネ芦屋店 兵庫県 芦屋市楠町３－１０ エイトヴィラ芦屋１Ｆ 0797-31-6990

ビジョンメガネ本山店 兵庫県 神戸市東灘区田中町２－１２－１４ 078-431-4560

ビジョンメガネ板宿店 兵庫県 神戸市須磨区戎町３－１－２４ 078-739-6699

ビジョンメガネ明石ビブレ店 兵庫県 明石市大久保町ゆりのき通り１－３－２ 明石ビブレ３F 078-938-2355

ビジョンメガネ名神尼崎店 兵庫県 尼崎市上ノ島町３丁目７－２４ 06-6423-3345

ビジョンメガネ東加古川店 兵庫県 加古川市平岡町新在家７１４－１ 079-456-7789

ビジョンメガネ新伊川谷店 兵庫県 神戸市西区白水２丁目５－２０ 078-978-0259

ビジョンメガネ灘新在家店 兵庫県 神戸市灘区新在家南町１－２－２ 078-854-6578

ビジョンメガネアイモール高砂店 兵庫県 高砂市米田町島３２番地Ａ－４ 079-434-5789

ビジョンメガネイオン長田南店 兵庫県 神戸市長田区東尻池新町１番２０号 イオン長田南ショッピングセンター１F 078-681-4578

メガネスーパー 西明石店 兵庫県 明石市松の内2-7-3 西明石パークプラッツ１Ｆ 078-924-1204

メガネスーパー 神戸三宮店 兵庫県 神戸市中央区三宮町1-9-1 センタープラザ139号室 078-335-0402

メガネスーパー テラッソ姫路店 兵庫県 姫路市駅前町27 テラッソ姫路2F 079-287-1011

和光明石 兵庫県 明石市 078-913-0155

メガネ工房すが 兵庫県 南あわじ市湊110シーパ 0799-36-0150

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

時計の上月 兵庫県 姫路市白銀町6 0792-88-1166

ルックワン辻井店 兵庫県 姫路市東辻井4丁目4-192-1 0792-99--2301

メガネの三城　神戸三宮店 兵庫県 神戸市中央区御幸通８－１－１４　Ｓ・ヨシマツビル　９Ｆ 078-241-1001

メガネの三城　イオン社店 兵庫県 加東市社１１２６－１　やしろショッピングパ－ク　ビオ２Ｆ 0795-42-9523

メガネの三城　篠山店 兵庫県 篠山市大沢２丁目５－２ 079-594-4481

ルックワン太子 兵庫県 揖保郡太子町馬場166-1 079-275-6070

ビジョンメガネイオン奈良登美ヶ丘店 奈良県 生駒市鹿畑町３０２７番地 イオンモール奈良登美ヶ丘３F 0743-70-1569

ビジョンメガネイオン桜井店 奈良県 桜井市上之庄２７８－１ イオン桜井店２F 0744-44-2238

ごぼうめがね 和歌山県 御坊市薗２７１ 0738-22-1813

ビジョンメガネ岩出店 和歌山県 岩出市西野２５番地 ロッシュコートⅡ内 0736-69-0189

クレランス 島根県 松江市古志原5-17-18 0852-28-2224

アズアイムモチダ 島根県 松江市東朝日町151イオン2F 0852-28-2170

フクハラアシャールイオン 島根県 大田市長久町土江97 0854-84-0155

メガネの高島屋 島根県 益田市乙吉町イ336-5 0856-23-0041

メガネの21出雲店 島根県 出雲市姫原2-8-12 0853-23-0021

中野屋天満屋倉敷 岡山県 倉敷市阿知1-7-1 086-486-1559

中野屋ゆめタウン倉敷 岡山県 倉敷市笹沖1274-1 086-434-1008

メガネの雄飛メルカ 岡山県 玉野市宇野1丁目38-1 0863-31-0608

メガネの細井 岡山県 真庭市落合垂水628サンプラザ1F 0867-52-0330

中野屋眼鏡院 岡山県 岡山市北区表町2-6-53 086-231-4181

せのをや西大寺 岡山県 岡山市東区西大寺中3-8-16 086-942-2165

イシカワ 岡山県 倉敷市白楽町593-1 086-434-9001

ギャラリートミヤ 岡山県 赤磐市桜ガ丘東5丁目5-201 086-995-0218

メガネのカメイ美作店 岡山県 美作市楢原下1268-1 08687-2-7220

メガネの三城　水島店 岡山県 倉敷市神田１丁目１５－１５ 086-446-5441

なかよしメガネ 広島県 庄原市東城町川東1184-8 08477-3-0178

メガネの21海田店 広島県 広島市安芸区船越南3-4-30 082-824-0021

メガネの21因島店 広島県 尾道市因島土生町2100-18 0845-22-0739

メガネの21可部店 広島県 広島市安佐北区可部4-6-18-101　和田ビル 082-819-1121

メガネの21五日市店 広島県 広島市佐伯区八幡東2-29-15 082-929-0021

メガネの21呉店 広島県 呉市中央1-5-25 0823-22-0021

メガネの21高陽店 広島県 広島市安佐北区落合南1-11-13　藤田ビル 082-845-0021

メガネの21三篠店 広島県 広島市西区三篠町3-22-8 082-230-1221

メガネの21西条店 広島県 東広島市西条本町13-32 082-423-8621

メガネの21千田町店 広島県 広島市中区千田町1-10-12 082-242-0021



メガネの21蔵王店 広島県 福山市南蔵王町5-16-20 084-943-0521

メガネの21大町店 広島県 広島市安佐南区大町東2-14-6　カサグランデV101 082-877-3121

メガネの21廿日市店 広島県 廿日市市廿日市2-11-8 0829-32-8121

メガネの21本店 広島県 広島市佐伯区海老園1-4-43 082-922-0021

メガネの三城　広店 広島県 呉市広古新開１丁目４－８ 0823-74-1334

メガネスーパー ゆめタウン下松店 山口県 下松市中央町21-3 ゆめﾀｳﾝ下松3Ｆ (旧ｻﾞ･ﾓｰﾙ周南3Ｆ305) 0833-45-6323

メガネの21周南店 山口県 下松市望町1-1-27 0833-45-1321

メガネの21南岩国店 山口県 岩国市尾津町1-6-31 0827-32-3346

メガネの21柳井店 山口県 柳井市古開作656-1 0820-23-4355

メガネの三城　新下関店 山口県 下関市一の宮町４丁目３番５号 083-256-5668

メガネの池田沖の浜 徳島県 徳島市沖浜1丁目8 0886-55-1222

メガネの池田佐古 徳島県 徳島市佐古三番町7-5 0886-22-2006

進栄眼鏡店マルナカ徳島店 徳島県 徳島市西新浜町1丁目6-1 0886-63-8965

メガネの21南昭和店 徳島県 徳島市南昭和町2-20-1 088-655-0721

メガネの三城　徳島バイパス店 徳島県 徳島市八万町大野１８０ 088-669-3800

宝生堂 香川県 高松市木太町1604-9 087-862-1555

カツキ眼鏡 香川県 高松市木太町2343 087-897-4141

有限会社金宝堂 香川県 三豊市詫間町詫間1338-115 0875-83-2075

ヤマシタ郡家店 香川県 丸亀市郡家町2511-1 0877-28-5888

メガネシティー&コンタクト新居浜 愛媛県 新居浜市八雲町3-10 0897-35-0567

OPTIQUE PARIS MIKI　サニーアクシスいの店 高知県 吾川郡いの町２０５番地　サニーアクシスいの　１Ｆ 088-892-1010

ビジョンメガネ門司店 福岡県 北九州市門司区柳町１－９－２９ 093-391-1440

ビジョンメガネ守恒店 福岡県 北九州市小倉南区守恒本町２－１－１８ 093-961-6228

ビジョンメガネ下曽根店 福岡県 北九州市小倉南区田原新町２－５－２８ 093-475-8554

ビジョンメガネサンリブ田川店 福岡県 田川市大字川宮１６９３－１ サンリブ田川１Ｆ 0947-47-1228

ビジョンメガネ友泉亭店 福岡県 福岡市城南区友泉亭６－２８ 092-739-1455

ビジョンメガネ和白店 福岡県 福岡市東区和白丘１－２－５ 092-605-1567

ビジョンメガネ戸畑店 福岡県 北九州市戸畑区天神１－１－２８ サンモリッツ戸畑Ⅱ１Ｆ 093-873-3689

ビジョンメガネサンリブ三ヶ森店 福岡県 北九州市八幡西区三ヶ森3-9-1サンリブ三ヶ森1F 093-482-5228

メガネのサトー穂波店 福岡県 飯塚市枝国ジャスコ穂波店１Ｆ 0948-26-1728

メガネスーパー リバーウォーク北九州店 福岡県 北九州市小倉北区室町1-1-1 リバーウォーク2階 093-967-7180

メガネの正美堂 福岡県 大宰府市五条2‐6 092-925-5461

今川めがね 福岡県 久留米市六ツ門町２１−２ 0942-33-4443

武田メガネ 志免パーク店 福岡県 糟屋郡志免町志免1-3-43 092-936-1241

武田メガネ 原パーク店 福岡県 福岡市早良区原2-15-12 092-823-0501

武田メガネ 春日パーク店 福岡県 春日市惣利1丁目3番2号 092-596-0791

武田メガネ 松崎パーク店 福岡県 福岡市東区松崎2-1-1 092-673-2601

武田メガネ ゆめタウン博多店 福岡県 福岡市東区東浜1-1-1 092-632-3041

武田メガネ イオンモール筑紫野店 福岡県 筑紫野市立明寺434-1 イオンモール筑紫野 309区画 092-929-6251

武田メガネ 大牟田パーク店 福岡県 大牟田市甘木17-1 0944-59-9311

武田メガネ ゆめタウン久留米店 福岡県 久留米市新合川町1丁目2番1号 0942-45-7341

武田メガネ イオンタウン黒崎店 福岡県 北九州市八幡西区西曲里町3-1 093-616-2111

武田メガネ 小倉本店 福岡県 北九州市小倉北区京町3-1-1 ｾﾝﾄｼﾃｨ北九州9Ｆ 093-531-4801

武田メガネ 大野城パーク店 福岡県 大野城市錦町3-1-21 092-591-7811

武田メガネ 那珂川パーク店 福岡県 筑紫郡那珂川町今光4-82-1 092-952-1615

武田メガネ 天神中央店 福岡県 福岡市中央区天神2-10-19 092-715-1188

武田メガネ 片江パーク店 福岡県 福岡市城南区神松寺2丁目17番7号 092-801-3181

メガネの立石　本店 福岡県 久留米市中央町３５−１６ 0942-35-2166

メガネのベストワン 佐賀県 鳥栖市古賀町309-1 0942-81-5262

武田メガネ ゆめタウン武雄店 佐賀県 武雄市武雄町武雄4992 0954-22-0700

武田メガネ ゆめタウン佐賀店 佐賀県 佐賀市兵庫北5-14-1 0952-36-8211

武田メガネ フレスポ鳥栖店 佐賀県 鳥栖市本鳥栖町537-1 0942-85-0007

Opt LABEL　長崎店 長崎県 長崎市浜町８－４ 095-824-8440

めがねのまみい 長崎県 平戸市岩の上町４８７−４５ 0950-23-8811

メガネのコクラヤ アミュプラザ店 長崎県 長崎市尾上町1-1 アミュプラザ店4F 095 828 0003

メガネスーパー 長崎千歳店 長崎県 長崎市千歳町4-7 チトセビル１Ｆ 095-847-0200

武田メガネ 浜町本店 長崎県 長崎市万屋町4-18 095-827-4511



武田メガネ アクロスプラザ諫早店 長崎県 諫早市久山町1271-2 0957-25-5401

メガネスーパー 熊本光の森店 熊本県 菊池郡菊陽町光の森7-2-9 096-292-3303

メガネの三城　佐伯店 大分県 佐伯市長島町１－２３－２０ 0972-24-1286

正視堂　賀来店 大分県 大分市賀来南1丁目7番1号 097-549-3663

メガネスーパー 鹿児島宇宿店 鹿児島県 鹿児島市宇宿2-19-19 099-214-5508

メガネの三城　国分店 鹿児島県 霧島市国分野口東１２９９－１ 0995-46-4933

メガネ一番与勝シティ店 沖縄県 うるま市勝連南風原5111サンエー与勝シティ店内1F 098-978-1111

メガネ一番美里店 沖縄県 沖縄市美原3-22-11 098-937-0050

メガネ一番愛知店 沖縄県 宜野湾市愛知一丁目2番3号 098-892-3745

メガネ一番浦添店 沖縄県 浦添市宮城6-1-21 1F 098-942-0110

メガネ一番宇地泊店 沖縄県 宜野湾市宇地泊701 098-890-2000

メガネ一番西原シティ店 沖縄県 西原町嘉手苅130サンエー西原シティ店内1F 098-882-9199

メガネ一番新都心店 沖縄県 那覇市銘苅2-4-18 098-941-6833

メガネ一番首里店 沖縄県 那覇市首里石嶺町2-5-7 098-882-1122

メガネ一番小禄店 沖縄県 那覇市田原1-4-1サンヒルズ田原1F 098-858-5353

メガネ一番一日橋店 沖縄県 那覇市上間275-1 098-832-0110

メガネ一番豊見城店 沖縄県 豊見城市高安317-1 098-851-1800

メガネ一番糸満しおざきシティ 沖縄県 糸満市潮崎2-2 098-992-8855

メガネ一番宮古店 沖縄県 宮古島市平良西里973-1 0980-74-2525

メガネ一番八重山店 沖縄県 石垣市真栄里544-1 0980-84-2288

メガネ一番名護店 沖縄県 名護市宮里6-4-21 0980-52-4543

メガネ一番石川店 沖縄県 うるま市石川1-14-1イオンタウン石川内 098-965-6366


