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店名 住所１ 住所２ 電話番号 ホームページ

メガネのワコー 赤川店 北海道 函館市富岡町3-22-1 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1-1 011-860-1103 https://www.vision-eye.jp

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 滝川東町本店 北海道 滝川市東町7丁目202-20 0125-23-3666 https://www.shiopt.com/shoplist/honten/

eyewearshop 北斗 北海道 旭川市大町1条3丁目 9-17 0166-53-8888 https://hoku10.net/

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

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

フナヤマ 北海道 稚内市中央3丁目9-9 0162-23-7830 https://funayama-1949.com/

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/

クスモト時計眼鏡店 北海道 伊達市網代町16番地 0142-23-2095 https://www.kusumoto-tokeimegane.net/

中村時計眼鏡店 北海道 砂川市東1条北2丁目1-1-23 0125-52-2666

メガネのおくやま 銀河モール店 岩手県 花巻市高木16-68-6銀河モール花巻 0198-41-5088 https://www.megane-okuyama.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/

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 青森市八重田四丁目2-1 ラ・セラ東バイパスSC 017-718-0340 http://www.kikuyamegane.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/

メガネの石沢 福島県 二本松市若宮2-154-15 0243-23-0690 http://megane-ishizawa.jp/

スマイルメガネ研究舎　盛岡モスﾋﾞﾙ店 岩手県 盛岡市大通2-8-14　MOSSビル 2F 019-625-1242 https://horizon-silver.jp/

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/

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 http://kaigan.co.jp/

メガネのカムイ 群馬県 富岡市曽木239-3 0274-67-1110 https://kamuy-specs.com/

あなはら本店 群馬県 桐生市新里町新川596－2 0277-74-2222 http://jewelry-anahara.com/

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/

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/

近亀時計店 埼玉県 秩父市中町６−１ 0494-22-1234 http://www.kin-kame.com/

メガネクリエイト 埼玉県 秩父市寺尾2029-7 0494-26-5415 https://navimaru.com/megane-create/

メガネのイタガキ 深谷上柴店 埼玉県 深谷市上柴町東4丁目14-7 048-577-4871 https://www.megane-itagaki.co.jp/shop/fukaya_kamishibaten

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/

メガネマーケット南流山店 千葉県 流山市南流山3-10-17　マリン流山1F 04-7158-4141 https://www.megane-market2.com/shop.html

メガネハット　水海道店 茨城県 常総市水海道山田町1518 0297-30-0766 https://www.meganehut.com/

メガネハット　成田店 千葉県 成田市加良部6-5-2 0476-29-7717 https://www.meganehut.com/

メガネハット　新白井店 千葉県 白井市冨士字栄99-12 047-498-5523 https://www.meganehut.com/

オリオンメガネ 千葉県 我孫子市天王台1-1-30 ロイヤルマンション102 0471-84-8391 http://www.orionmegane.com/

ムサシヤ時計眼鏡店 千葉県 木更津市請西東5-23-1 0438-30-6348 http://meganeno6348.com/

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

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

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/

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

メガワールド八王子本館 東京都 八王子市高倉町57-13 042-631-0322 http://www.mega-world.co.jp/shop/tokyo/tokyo.html

オーマイグラス 東京都 https://www.ohmyglasses.jp/

チヨダメガネ 東京都 葛飾区亀有3-15-9 03-3601-2324 https://www.chiyodamegane.com/

メガネの家20/20 神奈川県 大和市福田2082‐3 046‐268‐0647 http://www1.vecceed.ne.jp/~accoflex/ie.htm

山下眼鏡店 神奈川県 横浜市中区住吉町５-５７ 045-681-0198 https://www.otaota.jp/

メガネの日進堂 神奈川県 横浜市旭区白根7-15-10 045-954-1470 http://kgk.p1.weblife.me/storedirectory/nisshindo.html

湘南堂 神奈川県 川崎市中原区新城1-2-16 044-766-8305 http://kgk.p1.weblife.me/storedirectory/shonando.html

クリーンメガネ橋本店 神奈川県 相模原市緑区橋本2-10-19 042-773-9795 http://cleanmegane.blog.shinobi.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

メガネのアイ　鎌倉店 神奈川県 鎌倉市小町1-6-8 0467-61-2301 https://www.ai-megane.com/

ヤマトヤ東田中店 静岡県 御殿場市東田中3-3-17 0550-82-0047 https://www.yamatoya-co.com/storelist/shop_higashitanaka/

小野田時計店 静岡県 湖西市鷲津5286 053-576-0325 https://onodatokeiten.hamazo.tv/

馬場メガネ店 静岡県 浜松市中区木戸町8-26 053-463-7158

メガネのいとう　吉田店 静岡県 榛原郡吉田町住吉1386-6 0548-23-3393 https://www.at-ml.jp/71211/

㈱朝日堂 新潟県 十日町市本町一丁目下294番地 0257-57-3311 http://asahidonet.com/

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/

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/
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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 0263‐87‐5950 https://www.nosemegane.co.jp/

イヴエルマルヤマ 長野県 安曇野市穂高6042 0263-82-2338 https://eveelle.com/

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

メガネの千賀　長良福光店 岐阜県 岐阜市福光西1-14-17 058-294-2233 http://senganet.co.jp/shop/nagara-fukumitsu/#nagara-fukumitsu

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

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 http://monkeyflip-rosso.com/

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

メガワールド名古屋本館 愛知県 名古屋市名東区高社2丁目123番 052-726-8310 http://www.mega-world.co.jp/shop/nagoya/nagoya.html

メガワールド豊橋本店 愛知県 豊橋市平川町3-1 0532-66-5777 http://www.mega-world.co.jp/shop/toyohashi/toyohashi.html

岩田眼鏡店 愛知県 常滑市鯉江本町5-168-2 0569-47-8161 http://iwatamegane9.sakura.ne.jp/

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

メガネーゼ蟹江店 愛知県 愛知県海部郡蟹江町緑2-123 0567-96-1005 http://www.ailife.jp/meganeze/meganeze_kanie.html

リザック 愛知県 一宮市小信中島字仁井西40-5 0586-62-7372 http://www.inoko.com/lijac/

川スミ四日市本店 三重県 四日市市日永4 日永カヨー 1F 059-346-8648 http://www.k-kawasumi.co.jp/shopguide/meganeboutique/

広卯眼鏡店 三重県 志摩市阿児町鵜方3127-2 ギャラリーボナール1F 0599-65-7066

ウィズ・ユー　尾鷲国道店 三重県 尾鷲市小川東町30-10 0597-23-0239

ハシヅメ鵜方本店 三重県 志摩市阿児町鵜方3000-3 0599-43-1700

メガネのハヤミ　平田店 滋賀県 彦根市平田町578 0749-24-8833 http://megane-hayami.com/

メガネのハヤミ 八日市店 滋賀県 東近江市八日市緑町16-14 0748-25-5010 http://megane-hayami.com/

メガネ・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/

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

STYLISH松山 イオン猪名川店 兵庫県 川辺郡猪名川町白金2-1 イオン猪名川店 3F 072-765-1172 http://www.kaiteki-megane-matsuyama.com/shop-inagawa.html

メガネのオノ 京都府 宇治市木幡御園20-127 0774-31-5885 https://ameblo.jp/onojunpei/

クレメガネ本店 大阪府 和泉市府中町1-8-3 和泉府中駅前 和泉ショッピングセンター1F 0725-41-4352 http://kuremegane.jp/

宝石・めがね・時計 石塚 大阪府 大阪市大正区三軒家西1-25-7 06-6551-2695

美作屋眼鏡 大阪府 守口市大日東町11-8 06-6905-3398 https://misakuya-megane.jp/

アルキャスト 大阪府 大東市新田中町5-30北村マンション1F 072-873-2288 https://www.rakuten.co.jp/zakkayaplus/

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/

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/

メガネのルックワン 太子店 兵庫県 揖保郡太子町馬場166-1 079-275-6070 https://lookone.jp/

グラス・ジェイズ 兵庫県 豊岡市立野町4-31 0796-23-3100

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

メガネのヤマシタ 香川県 丸亀市郡家町2511-1 0877-28-5888 https://www.b-mall.ne.jp/t/3702/181608/

生巧堂 香川県 高松市田町4-27 087-831-5761 https://www.takamatsu-tamachi.net/shop/seikodo/

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

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

オプトギャラリー 広島県 福山市神辺町新徳田146-1 084-962-3181

高山時計店 愛媛県 松山市本町2-4-16 089-943-3983 http://iitokei.com/gaiyou.html

メガネのアオノ松山店 愛媛県 松山市千舟町5-1-11 089-931-5333 https://meganenoaono.com/

アオノメガネ 愛媛県 新居浜市港町1-6 0897-47-4980 http://www.aonomegane.com/

えぴそーどメガネ 高知県 高知市寿町9-12 088-822-2717

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/

翡翠堂メガネサロン 福岡県 福岡市博多区上川端11-8 092-281-0554 http://www.hisuido.com/

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

めがねのメルック 多良見店 長崎県 長崎県諫早市多良見町化屋723-10 0957-43-5464 https://tarami.melook.shop/

ヤノメガネ　アミュプラザ店 大分県 大分県大分市要町1－14アミュプラザおおいた４F ０９７‐５７８‐８０６５ http://yanomegane.jp

ベルリンメガネ宇佐店 大分県 宇佐市大字石田34-2 0978-32-6666 https://berlinmegane.com/

メガネのコクラヤ　万屋店 長崎県 長崎市万屋町1-26　万屋町通り 095-825-2600 https://kokuraya.co.jp/shop/yorozuya/

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/

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/

三光堂　有田店 佐賀県 佐賀県西松浦郡有田町丸尾1950 0955-42-5137

メガネ工房　美里店 沖縄県 沖縄市美原1丁目1-14      メゾン小城F1 098 921 4550 http://www.meganekoubou.com

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

めがねの石嶺 沖縄県 沖縄県宜野湾市真栄原 3-4-5 098 890 0070

https://www.nosemegane.co.jp/
https://eveelle.com/
http://www.eyekooka.net/shop.html
http://senganet.co.jp/shop/nagara-fukumitsu/#nagara-fukumitsu
http://www.gujo-megane.com/
https://www.megane-akafudado.com/
http://monkeyflip-rosso.com/
https://www.kikuchi-megane.co.jp/store/detail/240.html
http://www.mega-world.co.jp/shop/nagoya/nagoya.html
http://www.mega-world.co.jp/shop/toyohashi/toyohashi.html
http://iwatamegane9.sakura.ne.jp/
http://megane-momiyama.com/
http://www.ailife.jp/meganeze/meganeze_kanie.html
http://www.inoko.com/lijac/
http://www.k-kawasumi.co.jp/shopguide/meganeboutique/
http://megane-hayami.com/
http://megane-hayami.com/
http://optical-shimizu.com/
https://www.kyoto-wel.com/shop/S81068/index.html
http://www.kaiteki-megane-matsuyama.com/shop-inagawa.html
https://ameblo.jp/onojunpei/
http://kuremegane.jp/
https://misakuya-megane.jp/
https://www.rakuten.co.jp/zakkayaplus/
http://www.gobomegane.com/
https://ohsaka-v.com/
https://lookone.jp/
https://lookone.jp/
http://www.megane-hiramatsu.com/company/locations/ima/
https://www.b-mall.ne.jp/t/3702/181608/
https://www.takamatsu-tamachi.net/shop/seikodo/
http://spectacles-of-ebina.com/brand.php
http://www.netwave.or.jp/~houseido/index.html
http://iitokei.com/gaiyou.html
https://meganenoaono.com/
http://www.aonomegane.com/
https://kurokawamegane.jimdo.com/
http://www.hisuido.com/
https://eishinhp.jimdo.com/
https://tarami.melook.shop/
http://yanomegane.jp/
https://berlinmegane.com/
https://kokuraya.co.jp/shop/yorozuya/
http://www.tom-fukuda.co.jp/
https://www.yonezawa-web.co.jp/
http://kogakudo.net/
http://www.meganekoubou.com/
http://www.megane1ban.com/

