
エヴァンゲリオンコラボ眼鏡　Mark.06・ロンギヌスの槍　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/

メガネの玉屋 　網走四条店 北海道 網走市南4条東2丁目11-1 0152-44-4733 http://www.tamaya-opt.com/

メガネの玉屋 　紋別店 北海道 紋別市本町4丁目30−2 0158-23-3331 http://www.tamaya-opt.com/

クリーンメガネ 北海道 函館市本通2-20-9 0138-56-6367

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 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/

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

カナダ時計店 北海道 釧路市若松町４−４ 0154-22-6589

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/

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/

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/

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

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/

株式会社　荘内眼鏡院 山形県 酒田市亀ヶ崎3-10-3 0234-26-6777 https://gankyo-in.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 境店 群馬県 伊勢崎市境女塚２－１ 0270-74-1681 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/

UCLメガネ 栃木県 宇都宮市東宿郷5-4-5 028-616-6610 https://www.utsunomiyacl.jp/glass/index.html

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/

南海堂 埼玉県 熊谷市鎌倉町100番地 048-522-1874 http://nankaidou-opt.co.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

三愛メガネ 宮側店 埼玉県 秩父市宮側町23-3 0494-23-7716 https://sanaimegane.com/

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

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/

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/

EVANGELION STORE SHINJUKU 東京都 都新宿区新宿3-1-26 新宿マルイ アネックス 1F 03-6384-1481 https://www.evastore2.jp/shinjuku/

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

ベストメガネコンタクト新宿西口駅前本店 東京都 新宿区西新宿1-7-1 松岡セントラルビル4階 0120-38-9688 http://www.bm1.jp/

ベストメガネコンタクト練馬駅前店 東京都 練馬区練馬1-8-4　コンフォート練馬1階 0120-65-2244 http://www.bm1.jp/

ベストメガネコンタクト有楽町駅前店 東京都 千代田区有楽町2-10-1　東京交通会館2F 0120-065-866 http://www.bm1.jp/

ベストメガネコンタクト自由が丘駅前店 東京都 目黒区自由が丘2-12-19 3.4.1ビルディングイースト1F 0120-76-1778 http://www.bm1.jp/

ベストメガネコンタクト武蔵浦和駅前店 埼玉県 さいたま市南区沼影1-10-1　ラムザタワー2階 0120-40-5488 http://www.bm1.jp/

ベストメガネコンタクト草加駅前店 埼玉県 草加市高砂2-17-30　岡野ビル1F 0120-32-5601 http://www.bm1.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/

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/

㈱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

メガネアモ　八幡山店 東京都 世田谷区上北沢4-36-23 03-3302-3300 https://www.amo-style.net/tokyo/

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

ファミリーメガネ 東京都 青梅市新町9-4-2 0428-33-1192 http://www.family-megane.co.jp/

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

トキザワ眼鏡店 東京都 東京都大田区大森北4-24-8 03-3761-8804 https://nqj28333.wixsite.com/mysite-1

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/

メガネソムリエ　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/

湘南堂 神奈川県 川崎市中原区新城1-2-16 044-766-8305

栄友堂 野川店 神奈川県 川崎市宮前区野川1085 044‐777‐6751 https://www.eiyudo.net/

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

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

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

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/

オプティカルコイケ 神奈川県 川崎市中原区上新城2‐6‐11 044-751-1251
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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

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/

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 福井県 あわら市春宮１丁目９−３０ 0776-73-0170 https://r.goope.jp/sr-18-182081s0460

上田 メガネの笹沢 長野県 上田市上丸子950　ファーストビル１F 0268-42-2184

メガネのミモト上田インター店 長野県 上田市 住吉 62-2 0268-23-3610 http://mimoto.thanksblog.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/

馬場メガネ店 静岡県 浜松市中区木戸町8-26 053-463-7158

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・時計・宝石・補聴器の三愛 岐阜県 羽島市江吉良町49-1 058-391-6906 http://www.sanai-watch.co.jp

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

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 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

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

まじまコンタクトレンズ 愛知県 尾張旭市大久手町一の曾115 0561-52-6082 http://majima-cl.com/index.html

吉粋 愛知県 名古屋市中区大須3-41-5 052-238-0100 http://www.i-look.co.jp/shop_kissui_oosu.html

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

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

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/

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/

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 京都府 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

EVANGELION STORE OSAKA 大阪府 大阪市中央区難波3-8-9 なんばマルイ 7F 06-6606-9431 https://www.evastore2.jp/osaka/

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 https://lunetier.co.jp/hannan

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

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

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

西川メガネ 兵庫県 神戸市中央区元町高架通3-232 078-341-1480

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 英賀保店 兵庫県 姫路市飾磨区鎌倉町９ 079-237-3263 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/

メガネのひらまつ 総社店 岡山県 総社市駅前2-7-12 0866-94-1010 http://www.megane-hiramatsu.com/company/locations/souja/

細井 岡山県 真庭市落合垂水628 0867-52-0330

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/

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

トム・フクダ　西岐波店 山口県 宇部市西岐波吉田724 0836-51-5151 http://www.tom-fukuda.co.jp

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/

メガネの池田 徳島県 徳島市新町橋1丁目9番地 088-622-2891 https://ikd-grp.com/shop

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/

EVANGELION STORE HAKATA 福岡県 福岡市博多区住吉1丁目2　キャナルシティ博多　B1階 092-292-4061 https://www.evastore2.jp/hakata/

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/

メガネの栄心　八幡中央町本店 福岡県 北九州市八幡東区中央２丁目１５－１７ 093-671-5910 https://eishinhp.jimdo.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/

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

めがねのコクラヤ アミュプラザ店 長崎県 長崎市尾上町1-1 095-828-0003 https://kokuraya.co.jp/shop/amuplaza/

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/

(有)中めがね店 宮崎県 宮崎市橘通西3丁目10-40 0985-24-4887 http://www.nakamegane.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/
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