
地域 ⼩小売店名 住所 電話番号

中⾥里里メガネ本店 北北海道旭川市3条8丁⽬目左1号 0166-‐‑‒23-‐‑‒5073
メガネの三愛 北北海道美唄市⼤大通⻄西1条南2丁⽬目2-‐‑‒14 0126-‐‑‒63-‐‑‒2229

メガネのEye  eye 秋⽥田県秋⽥田市御所野地蔵⽥田1-‐‑‒1-‐‑‒1  イオンモール秋⽥田SC3F 018-‐‑‒889-‐‑‒6653
⿊黒澤時計店 秋⽥田県秋⽥田市⼤大仙市⼤大曲通町3-‐‑‒2 018-‐‑‒763-‐‑‒2558
メガネの和光  本店 秋⽥田県由利利本荘市裏裏尾崎町3-‐‑‒4 0184-‐‑‒22-‐‑‒0339

メガネの松⽥田  メガネのフロントワン 岩⼿手県盛岡市前潟2丁⽬目1-‐‑‒26 019-‐‑‒605-‐‑‒4022
メガネの松⽥田  ⾼高松店 岩⼿手県盛岡市⾼高松4-‐‑‒16-‐‑‒25 019-‐‑‒665-‐‑‒1222
メガネの松⽥田  都南店 岩⼿手県盛岡市三本柳柳5-‐‑‒25-‐‑‒14 019-‐‑‒614-‐‑‒0678

ベルティーサイトウ  ⼭山形店 ⼭山形県⼭山形市鉄砲町2-‐‑‒20-‐‑‒20 023-‐‑‒625-‐‑‒5151
(有)精⼯工堂 ⼭山形県⻄西村⼭山郡河北北町⾕谷地⼄乙81 0237-‐‑‒72-‐‑‒3424

メガネトケイの千葉葉 宮城県登⽶米市迫町佐沼宇的場24-‐‑‒1 0220-‐‑‒22-‐‑‒3158
メガネの相沢本店 宮城県仙台市⻘青葉葉区⼀一番町三丁⽬目5番6号 022-‐‑‒223-‐‑‒8155

⽯石本時計店 福島県会津若若松市⼤大町2丁⽬目8-‐‑‒10 0242-‐‑‒22-‐‑‒1238
シマムラオプティカルワークス 福島県いわき市東⽥田町2丁⽬目18-‐‑‒12 0246-‐‑‒63-‐‑‒2741

栃⽊木 UCLメガネ 栃⽊木県宇都宮市東宿郷5-‐‑‒4-‐‑‒5 028-‐‑‒616-‐‑‒6610

メガネハウスめいしゅう 群⾺馬県桐⽣生市巴町1丁⽬目1116-‐‑‒12 0277-‐‑‒46-‐‑‒1177
⽊木村メガネ 群⾺馬県館林林市緑町2-‐‑‒10-‐‑‒23 0276-‐‑‒72-‐‑‒0647

埼⽟玉 和真メガネピオニウォーク東松⼭山店 埼⽟玉県東松⼭山市あずま町4丁⽬目3番地  ピオニウォーク東松⼭山  2F 0493-‐‑‒59-‐‑‒8270

勉強堂本店 千葉葉県千葉葉市中央区中央3-‐‑‒15-‐‑‒9 043-‐‑‒225-‐‑‒1131
勉強堂マリンピア店 千葉葉県千葉葉市美浜区⾼高洲3-‐‑‒13-‐‑‒1マリンピア3F   043-‐‑‒278-‐‑‒3366
勉強堂フェリア店 千葉葉県千葉葉市美浜区真砂4丁⽬目2番地6号  フェリア3F 043-‐‑‒278-‐‑‒6251
勉強堂イオン幕張店 千葉葉県千葉葉市美浜区ひび野1-‐‑‒3イオン幕張2階 043-‐‑‒350-‐‑‒5540
勉強堂ゆみ〜～る店 千葉葉県千葉葉市緑区おゆみ野3-‐‑‒16  イオン鎌取  ゆみ~∼る4F 043-‐‑‒226-‐‑‒9326
清⽔水メガネあびこ店 千葉葉県我孫⼦子市我孫⼦子4-‐‑‒11-‐‑‒1  あびこショッピングプラザ3F 04-‐‑‒7182-‐‑‒1010
勉強堂イオン千葉葉ニュータウン店 千葉葉県印⻄西市中央北北3丁⽬目2番イオンモール千葉葉ニュータウン専⾨門店街3F 0476-‐‑‒48-‐‑‒4722
東武百貨店  船橋店 千葉葉県船橋市本町7-‐‑‒1-‐‑‒1 047-‐‑‒425-‐‑‒2211
和真メガネ津⽥田沼 千葉葉県習志野市津⽥田沼1-‐‑‒10-‐‑‒30  イトーヨーカドー津⽥田沼店  6階 047-‐‑‒470-‐‑‒5077
清⽔水メガネ  本店 千葉葉県柏市柏2-‐‑‒8-‐‑‒20 04-‐‑‒7163-‐‑‒5833
清⽔水メガネステモ店 千葉葉県柏市末広町1-‐‑‒1  柏⾼高島屋ステーションモールS館6F 04-‐‑‒7148-‐‑‒2062
勉強堂イオン成⽥田店 千葉葉県成⽥田市ウイング⼟土屋24イオンモール成⽥田2F   0476-‐‑‒23-‐‑‒8246
勉強堂五井店 千葉葉県市原市五井中央⻄西2-‐‑‒10-‐‑‒7  勉強堂ビル1F 0436-‐‑‒21-‐‑‒2211
勉強堂富津店 千葉葉県富津市⻘青⽊木1丁⽬目5番地1イオンモール富津2F 0439-‐‑‒80-‐‑‒1830

キャンディフルーツオプティカル 東京都千代⽥田区外神⽥田3-‐‑‒16-‐‑‒3 03-‐‑‒3252-‐‑‒4902
愛眼ヨドバシAKIBA店 東京都千代⽥田区神⽥田花岡町1-‐‑‒1ヨドバシAKIBAビル7F 03-‐‑‒5209-‐‑‒7818
東京メガネ⽇日本橋⼈人形町店 東京都中央区⽇日本橋⼈人形町1-‐‑‒15-‐‑‒6 03-‐‑‒3661-‐‑‒2906
東京メガネホテルオークラ店 東京都港区⻁虎ノ⾨門2-‐‑‒10-‐‑‒4  ホテルオークラ別館  地下1階 03-‐‑‒5570-‐‑‒3378
MASUNAGA1905  AOYAMA 東京都港区北北⻘青⼭山2-‐‑‒12-‐‑‒34 03-‐‑‒3403-‐‑‒1905
MASUNAGA1905  2K540 東京都台東区上野5-‐‑‒9-‐‑‒11  2k540内 03-‐‑‒6806-‐‑‒0011
メガネのヤハギ 東京都⽂文京区千駄⽊木4-‐‑‒13-‐‑‒6  アドリーム⽂文京動坂1F 03-‐‑‒3824-‐‑‒0551
和真メガネ新宿本店 東京都新宿区新宿  3-‐‑‒28-‐‑‒7 03-‐‑‒3354-‐‑‒5588
⼩小川眼鏡店 東京都杉並区阿佐⾕谷南1丁⽬目34番6号 03-‐‑‒3314-‐‑‒1414
孝静堂 東京都豊島区池袋  1-‐‑‒7-‐‑‒7  平和眼科ビル  1F 03-‐‑‒3971-‐‑‒1095
愛眼ヨドバシ吉祥寺店 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-‐‑‒19-‐‑‒1ヨドバシ吉祥寺  6F 0422-‐‑‒23-‐‑‒5087
東京メガネ  ⼋八王⼦子店 東京都⼋八王⼦子市旭町10-‐‑‒13  カネダイビル5階 042-‐‑‒648-‐‑‒2311
宮川眼鏡店 東京都昭島市松原町4-‐‑‒10-‐‑‒1 042-‐‑‒546-‐‑‒8311

メガネのコイヌマ⽇日航ホテルビル店 神奈奈川県川崎市川崎区⽇日進町1  ⽇日航ホテルビル 044-‐‑‒233-‐‑‒7634
メガネ  ナカジマJR中野島駅正⾯面 神奈奈川県川崎市多摩区中野島3-‐‑‒14-‐‑‒2 044-‐‑‒933-‐‑‒1343
愛眼ヨドバシ横浜店 神奈奈川県横浜市⻄西区北北幸1-‐‑‒2-‐‑‒7ヨドバシ横浜ビル 045-‐‑‒290-‐‑‒7117
アイケアシステム 神奈奈川県横浜市港北北区綱島⻄西3-‐‑‒1-‐‑‒18  ローレンシアハイツ1F 045-‐‑‒543-‐‑‒1071
愛眼横浜本店 神奈奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央26-‐‑‒17 045-‐‑‒944-‐‑‒2701
メガネのヤギ 神奈奈川県横浜市緑区中⼭山町157 045-‐‑‒932-‐‑‒1717
メガネのコイヌマミナール店 神奈奈川県横浜市鶴⾒見見区豊岡町18-‐‑‒1ミナール2F 045-‐‑‒572-‐‑‒0032
(有)⼭山下眼鏡店 神奈奈川県横浜市中区住吉町5-‐‑‒57 045-‐‑‒681-‐‑‒0198

メガネハウス富⼭山本店 富⼭山県富⼭山市天正寺1141   076-‐‑‒422-‐‑‒8707
メガネハウス⾼高岡野村店 富⼭山県⾼高岡市野村1206-‐‑‒1 0766-‐‑‒21-‐‑‒8083
タカバメガネ  オタヤ 富⼭山県⾼高岡市御旅屋町9   0766-‐‑‒23-‐‑‒4371  

福井 増永眼鏡店 福井県福井市中央1-‐‑‒19-‐‑‒16 0776-‐‑‒23-‐‑‒1688

メガネの千賀  本店 岐⾩阜県岐⾩阜市神⽥田町8-‐‑‒15 058-‐‑‒265-‐‑‒5568
as  I'mカラフルタウン岐⾩阜店 岐⾩阜県岐⾩阜市柳柳津町丸野3-‐‑‒3  カラフルタウン岐⾩阜SC2F 058-‐‑‒387-‐‑‒8955  

as  I'm  四⽇日市北北店 三重県四⽇日市市富州原2-‐‑‒40  イオンモール四⽇日市北北2F 059-‐‑‒361-‐‑‒6029  
メガネブティック川スミ  桑名アピタ店 三重県桑名市中央3丁⽬目21  アピタ桑名店2F 0594-‐‑‒22-‐‑‒1665  

メガネの春⽥田 静岡県静岡市清⽔水区真砂町  2-‐‑‒19 054-‐‑‒367-‐‑‒0543
メガネの天⻯竜堂  浜北北本店 静岡県浜松市浜北北区⼩小松684-‐‑‒2 053-‐‑‒587-‐‑‒2020

MASUNAGA1905  LACHIC 愛知県名古屋市中区栄3-‐‑‒6-‐‑‒1  LACHIC6F 052-‐‑‒241-‐‑‒1905
愛眼名城本店 愛知県名古屋市北北区⾦金金城4-‐‑‒14-‐‑‒20 052-‐‑‒917-‐‑‒1802

滋賀 リットーメガネ 滋賀県栗栗東市⼩小柿7-‐‑‒1-‐‑‒7 077-‐‑‒553-‐‑‒1120

メガネのイシガミイトーヨーカドー奈奈良良店 奈奈良良県奈奈良良市⼆二条⼤大路路南1-‐‑‒3-‐‑‒1  イトーヨーカドー奈奈良良店2F 0742-‐‑‒36-‐‑‒7341
メガネのイシガミ奈奈良良店 奈奈良良県奈奈良良市餅飯殿町17 0742-‐‑‒24-‐‑‒3821
MASUNAGA1905  奈奈良良学園前店 奈奈良良県奈奈良良市藤ノ⽊木台4-‐‑‒1-‐‑‒18 0742-‐‑‒53-‐‑‒1905  
メガネのイシガミアピタ⼤大和郡⼭山店 奈奈良良県⼤大和郡⼭山市⽥田中町  アピタ⼤大和郡⼭山店2F 0743-‐‑‒54-‐‑‒2216
Opt  Meisa  イオンモール⼤大和郡⼭山店 奈奈良良県⼤大和郡⼭山市下三橋町741  イオンモール⼤大和郡⼭山3階 0743-‐‑‒55-‐‑‒0898
メガネのイシガミ郡⼭山店 奈奈良良県⼤大和郡⼭山市柳柳2丁⽬目21 0743-‐‑‒52-‐‑‒2125

愛眼京都ヨドバシ店 京都府京都市下京区烏丸通七条下ル東塩⼩小路路町590-‐‑‒2  京都ヨドバシ4階 075-‐‑‒361-‐‑‒2081
フジカメガネ 京都府京都市伏⾒見見区⼩小栗栗栖森本町20-‐‑‒186 075-‐‑‒574-‐‑‒0163

愛眼ヨドバシ梅⽥田店 ⼤大阪府⼤大阪市北北区⼤大深町1-‐‑‒1  ヨドバシ梅⽥田7F 06-‐‑‒6373-‐‑‒1371
メガネのカツラ ⼤大阪府⼤大阪市⻄西区江⼾戸堀1-‐‑‒10-‐‑‒25 06-‐‑‒6441-‐‑‒5297
メガネのイシガミ千林林店 ⼤大阪府⼤大阪市旭区千林林1丁⽬目1-‐‑‒16 06-‐‑‒6956-‐‑‒7761
メガネのかとう  城東店 ⼤大阪府⼤大阪市城東区今福東2-‐‑‒7-‐‑‒26-‐‑‒101 06-‐‑‒6939-‐‑‒3236
(株)中島メガネ ⼤大阪府⼤大阪市中央区島之内2丁⽬目15-‐‑‒18 06-‐‑‒6211-‐‑‒4851
愛眼⼤大阪本店 ⼤大阪府⼤大阪市阿倍野区阿倍野元町19-‐‑‒3 06-‐‑‒4399-‐‑‒2301
メガネのイシガミ南千⾥里里店 ⼤大阪府吹⽥田市千⾥里里⼭山⻄西6丁⽬目56-‐‑‒1  イオン南千⾥里里店4F 06-‐‑‒6337-‐‑‒2462
⻄西村眼鏡店阪⼤大病院前店 ⼤大阪府茨⽊木市南春⽇日丘7-‐‑‒5-‐‑‒10  第⼆二⼭山本ビル1F 0726-‐‑‒23-‐‑‒3662
メガネのイシガミ⾼高槻店 ⼤大阪府⾼高槻市紺屋町7-‐‑‒19 072-‐‑‒681-‐‑‒1985
メガネのイシガミ寝屋川店 ⼤大阪府寝屋川市緑町5-‐‑‒8  イオンモール寝屋川店2F 072-‐‑‒837-‐‑‒0688
メガネショップアイアルプラザ枚⽅方店 ⼤大阪府枚⽅方市津⽥田元町1丁⽬目4-‐‑‒1平和堂アルプラザ1F 072-‐‑‒858-‐‑‒1811
メガネのサンアイ ⼤大阪府枚⽅方市楠葉葉並⽊木2丁⽬目26-‐‑‒34 072-‐‑‒856-‐‑‒0230
メガネのイシガミ布施店 ⼤大阪府東⼤大阪市⾜足代新町2-‐‑‒16 06-‐‑‒6782-‐‑‒0955
メガネのイシガミ藤井寺店 ⼤大阪府藤井寺市岡2丁⽬目10番11号  イオンモール藤井寺店3F 072-‐‑‒952-‐‑‒4356
メガネのミナミ ⼤大阪府河内⻑⾧長野市千代⽥田南町1-‐‑‒12 0721-‐‑‒53-‐‑‒6575
メガネのツユム ⼤大阪府和泉市寺⾨門町1-‐‑‒1-‐‑‒1-‐‑‒101 0725-‐‑‒44-‐‑‒6188

さんプラザコンタクトレンズ  めがね店 兵庫県神⼾戸市中央区三宮町1-‐‑‒8-‐‑‒1  さんプラザ3F 078-‐‑‒391-‐‑‒4900
愛眼垂⽔水名⾕谷店 兵庫県神⼾戸市垂⽔水区名⾕谷町字猿倉69-‐‑‒1愛眼ビル1F 078-‐‑‒707-‐‑‒5010
⻑⾧長井メガネ 兵庫県洲本市本町6丁⽬目2-‐‑‒24 0799-‐‑‒22-‐‑‒0832
メガネのイシガミ住吉店 兵庫県神⼾戸市東灘区住吉本町1-‐‑‒2-‐‑‒1  住吉ターミナルビル413 078-‐‑‒854-‐‑‒5525
メガネのイシガミ三和店 兵庫県尼崎市神⽥田北北通り6-‐‑‒168 06-‐‑‒6411-‐‑‒3392
メガネのイシガミ尼崎店 兵庫県尼崎市神⽥田中通り2-‐‑‒27 06-‐‑‒6411-‐‑‒0758
Opt  Meisa  つかしん店 兵庫県尼崎市塚⼝口本町4丁⽬目8-‐‑‒1  グンゼタウンセンターつかしん  ひがしまち北北館2F 06-‐‑‒6428-‐‑‒3515
神⼾戸メガネ 兵庫県豊岡市野⽥田116 0796-‐‑‒23-‐‑‒6647
メガネのタカヤ本店 兵庫県姫路路市⻲亀井町50 079-‐‑‒282-‐‑‒2345
メガネのたかはし 兵庫県加古川市⻄西神吉町岸155-‐‑‒4 079-‐‑‒432-‐‑‒9314
メガネの⽔水晶堂 兵庫県⻄西脇市上野103 0795-‐‑‒22-‐‑‒5430

島根 眼鏡⼯工房  グラスピット 島根県松江市東出雲町錦新町8-‐‑‒1-‐‑‒3 0852-‐‑‒52-‐‑‒7609

メガネのひらまつ  ⻘青江店 岡⼭山県岡⼭山市北北区富⽥田151-‐‑‒1 086-‐‑‒225-‐‑‒1010
GM+s 岡⼭山県岡⼭山市南区⻄西紅陽台3-‐‑‒1-‐‑‒143  瀬⼾戸内ビル1F 086-‐‑‒362-‐‑‒7955
メガネのひらまつ  ⽥田ノ上店 岡⼭山県倉敷市⽥田ノ上943-‐‑‒1 086-‐‑‒430-‐‑‒1010

⼭山⼝口 めがねのコクラヤ  下関店 ⼭山⼝口県下関市⽵竹崎町4-‐‑‒4-‐‑‒8  シーモール下関  南2番街 083-‐‑‒223-‐‑‒6833

⾹香川 宝⽣生堂 ⾹香川県⾼高松市⽊木太町1604-‐‑‒9 087-‐‑‒862-‐‑‒1555

めがねのコクラヤ  ザ･モール店 福岡県北北九州市⼩小倉南区下曽根新町10-‐‑‒1  ザ・モール⼩小倉⼀一番街 093-‐‑‒475-‐‑‒8538
(有)ランド・ホー 福岡県北北九州市⾨門司区栄町1-‐‑‒21 093-‐‑‒332-‐‑‒0005
メガネサロンW 福岡県九州市⼋八幡東区祇園1丁⽬目8-‐‑‒5-‐‑‒101 093-‐‑‒671-‐‑‒6964
めがねのコクラヤ  中間店 福岡県中間市上蓮花寺1-‐‑‒1-‐‑‒1  ショッパーズモール中間  東館2F 093-‐‑‒246-‐‑‒0238
(株)中野眼鏡店 福岡県福岡市中央区天神1丁⽬目10番17号 092-‐‑‒761-‐‑‒5588
シーベスト天神店 福岡県福岡市中央区天神2丁⽬目2-‐‑‒12  オガタ眼科ビル 092-‐‑‒781-‐‑‒2580
愛眼ヨドバシ博多店 福岡県福岡市博多区博多駅中央街6-‐‑‒12ヨドバシ博多ビル4F 092-‐‑‒452-‐‑‒5158
翡翠堂  メガネサロン 福岡県福岡市博多区上川端町11-‐‑‒8 092-‐‑‒281-‐‑‒0554
シーベスト野芥店 福岡県福岡市早良良区野芥4-‐‑‒18-‐‑‒17 092-‐‑‒872-‐‑‒7171
めがねのコクラヤ  直⽅方店 福岡県直⽅方市古町3-‐‑‒9  ふるまち通り 0949-‐‑‒22-‐‑‒0138
めがねのコクラヤ  イオンモール直⽅方店 福岡県直⽅方市湯野原2丁⽬目1-‐‑‒1  イオンモール直⽅方ショッピングセンター2階 0949-‐‑‒29-‐‑‒8638
メガネのアイ・アンド・アイ 福岡県⾏行行橋市⻄西宮市3丁⽬目10-‐‑‒13 0930-‐‑‒25-‐‑‒0039

めがねのコクラヤ  アミュプラザ店 ⻑⾧長崎県⻑⾧長崎市尾上町1-‐‑‒1  アミュプラザ店3F 095-‐‑‒828-‐‑‒0003
めがねのコクラヤ  コンネックス ⻑⾧長崎市古川町6-‐‑‒1  アルコア中通り⼊入⼝口 095-‐‑‒811-‐‑‒1570
めがねのコクラヤ  万屋店 ⻑⾧長崎県⻑⾧長崎市万屋町1-‐‑‒26  万屋町通り 095-‐‑‒825-‐‑‒2600
めがねのコクラヤ  東⻑⾧長崎店 ⻑⾧長崎県⻑⾧長崎市⽥田中町821番地  ⽮矢上交番通り 095-‐‑‒830-‐‑‒2738
めがねのコクラヤ  住吉店 ⻑⾧長崎県⻑⾧長崎市中園町11-‐‑‒21  住吉電停前 095-‐‑‒846-‐‑‒8518

めがねの関 宮崎県宮崎市下北北⽅方町上⽥田々  964-‐‑‒2 0985-‐‑‒29-‐‑‒8375
muchcolor  glasses 宮崎県宮崎市橘通東4-‐‑‒8-‐‑‒1  蔦⾕谷書店内 0985-‐‑‒61-‐‑‒7753

⿅鹿鹿児島 メガネのふじ ⿅鹿鹿児島県⿅鹿鹿児島市⻄西⽥田2丁⽬目7番21号 099-‐‑‒254-‐‑‒8640
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