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店名 住所１ 住所２ 電話番号 ホームページ

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/

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 2F 0144-52-5877 http://www.obara-megane.jp/

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/

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/

オッポ MEGAドン・キホーテ苫小牧 北海道 苫小牧市木場町1-6-1 0144-84-5770 http://oppo-pb.com/shop-donki/

宝石・時計・メガネの川口 北海道 滝川市本町2-1-30 0125-22-2334 http://www.kawaguchi-jwo.com/

札幌メガネコンタクトレンズ工房ヴィジョン 北海道 札幌市白石区本通 6丁目北1-1　大橋眼科病院内 011-860-1103 http://www.vision-eye.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/

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/

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/

メガネのタカヤ　秋田店 秋田県 秋田市高陽幸町14-35 018-893-3777 https://takaya-group.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/

メガネの和光 秋田県 由利本荘市裏尾崎町3-4 0184-22-0339 http://www.akita-wako.com/index.html

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/

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/

アイメガネ秩父中宮地店 埼玉県 秩父市中宮地町5-7 0494-21-0001 https://www.aimegane.com/shop/detail/350chichibunakamiyaji/

メガネスーパー　東大宮店 埼玉県 さいたま市見沼区東大宮２丁目３７−３ 048-669-1166 https://www.meganesuper.co.jp/

ヤベめがね 千葉県 茂原市茂原514 0475-22-2015

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

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

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/

湘南堂　 神奈川県 川崎市中原区新城1-2-16 044-766-8305

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/
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東海メガネコンタクト 神奈川県 横浜市港南区　港南台5-6-37 045-833-3049 http://www.tokaimegane.co.jp/

ﾒｶﾞﾈ･ｺﾝﾀｸﾄ 栄友堂野川店 神奈川県 川崎市宮前区野川1085 044-777-6751 http://www.eiyudo.com/

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/

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　晴庭１F 0263-87-5950  https://www.nosemegane.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

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/

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/

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　掛尾店 富山県 富山市掛尾町460-5 076-423-5200 http://www.meganenoharada.com/

ヤマトヤ東田中店 静岡県 御殿場市東田中3-3-17 0550-82-7177 http://www.yamatoya-co.com/

ヤマトヤ裾野店 静岡県 裾野市佐野1601-1 055-993-3706 http://www.yamatoya-co.com/

メガネの三島　本町店 静岡県 三島市本町14-27 055-981-2638 http://meganenomishima.pr-pro.jp/

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/

モンキーフリップ ロッソ 愛知県 名古屋市中区大須3-36-10 052-261-7500 http://monkeyflip-rosso.com/

サザンインフィニティー 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/

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

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

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

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/

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/

宝生堂  香川県 高松市木太町1604-9 0878-62-1555 http://www.netwave.or.jp/~houseido/index.html

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/

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/kemonofriends-megane/

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