
～北海道地区～

店舗名 住所 電話番号 ホームページ

オバラメガネ　イトーヨーカドー恵庭店 北海道恵庭市恵み野西2丁目1番イトーヨーカドー恵庭店 0123-36-7182

オバラメガネ　苫小牧本店 北海道苫小牧市表町3丁目2-9 0144-34-7870

オバラメガネ　ステイ店 北海道苫小牧市三光町5丁目6-4ファミリープラザステイ1F 0144-32-0664

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

オバラメガネ　イオン上磯店 北海道北斗市七重浜4丁目44-1 イオン上磯店 1F 0138-49-8225

オバラメガネ　MEGAドン・キホーテ函館店 北海道函館市美原1丁目7-1 MEGAドン・キホーテ函館店1F 0138-45-3671

ANOTHER ANGLE イオン三笠店 北海道三笠市岡山1059-1 イオンスーパーセンター三笠店 01267-4-5577

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

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

メガネのシオジリ　パワーズ旭川店 北海道旭川市永山12条4丁目ウエスタンパワーズ店  0166-46-2244 

メガネのシオジリ　札幌西友手稲店 北海道札幌市手稲区前田1-11西友手稲店1F 011-681-8900

メガネのシオジリ　札幌清田店 北海道札幌市清田区平岡1条1丁目6-18  011-807-5566

クスモト時計眼鏡店 北海道伊達市網代町16 0142‐23‐2078 http://www.kusumoto-tokeimegane.com/

柴田時計眼鏡店 北海道名寄市西2条南7-5 01654-2-2755

オプトメガネ 北海道留萌市錦町3 0164-43-2654

宝屋時計店 北海道富良野市本町1-20 0167-22-2536 http://www.yokumieru.com/

長濱時計店 北海道稚内市中央3-3-2 0162-23-3950

メガネショップ藤原時計 北海道上川郡剣淵町仲町33-13 0165-34-3782
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～東北地区～

店舗名 住所 電話番号 ホームページ

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2-3-19 017-761-1818

金正堂本店　弘前店 青森県弘前市土手町45-1 0172-34-3711

金正堂本店　五所川原店 青森県五所川原市布屋町30-1 0173-34-3181

ワカバヤシ眼鏡店　マルワカ鍛冶町本店 秋田県横手市鍛冶町2-2 0182-33-1010

ワカバヤシ眼鏡店　マルワカ駅前大通店 秋田県横手市前郷一番町 12-7 0182-32-3636

ワカバヤシ眼鏡店　マルワカ南店 秋田県横手市赤坂字館ノ下 117 0182-33-6188

メガネ・時計・宝石のタカヤ　花輪旭町店 秋田県鹿角市花輪字八正寺1-2 0186-23-2441

メガネのタカヤ　秋田店 秋田県秋田市高陽幸町14-35　いとく新国道モール  018-893-3777

メガネのタカヤ　イオンスーパーセンター大館店 秋田県大館市大田面238　 0186-43-4442

メガネのタカヤ　イオンタウン大館西店 秋田県大館市根下戸新町18-83 0186-57-8947

メガネのタカヤ　イオンタウンたかのす店 秋田県北秋田市栄字中綱31-1 0186-67-8155

黒澤時計店 秋田県大仙市大曲通町3-2 0187-63-2558 http://www.kurosawa-tokei.com/index.html

オバラメガネ　イトーヨーカドー花巻店 岩手県花巻市下小舟渡118-1 イトーヨーカドー花巻店2F 0198-22-2303 http://www.obara-megane.jp/

メガネのオプタン 岩手県盛岡市前九年2-2-38 019-647-7182

ベルティーサイトウ 山形店 山形県山形市鉄砲町二丁目20-20 023-625-5151

ベルティーサイトウ 長井店 山形県長井市本町二丁目7番21号 0238-88-5015

プリンスセイト－ 宮城県黒川郡富谷町ひより台2-37 022-358-3166

天賞堂 宮城県大崎市古川台町1-7 0229-23-5151 http://www.f-tenshodo.co.jp/about/
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～関東甲信地区～

店舗名 住所 電話番号 ホームページ

アイ＆アイ　本店 東京都江戸川区瑞江2-3-7 03-3698-9080

アイ＆アイ　一之江店 東京都江戸川区一之江7-35-22 03-5661-5311

アイ＆アイ　船堀店 東京都江戸川区船堀4-2-6 03-3680-7295

Face On　瑞江店 東京都江戸川区瑞江3-36-8 03-3677-2683

Face On　武蔵境店 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

メガネ・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

メガネ・コンタクト　栄友堂　宮前平店 神奈川県川崎市宮前区宮崎 6-9-6　 044-854-0302

メガネ・コンタクト　栄友堂　たまプラーザ店 神奈川県横浜市青葉区美しが丘 2-21-2 045-901-6452

メガネ・コンタクト　栄友堂　青葉台店 神奈川県横浜市青葉区青葉台 1-28-1 045-983-0880

メガネ・コンタクト　栄友堂　あざみ野店 横浜市青葉区あざみ野 1-12-10 045-903-5588

mono club 新白岡店 埼玉県白岡市新白岡4-14-5　ルネアイン1F 0480-92-1221

メガネマーケット野田店 千葉県野田市清水６８　　　駒ビル１Ｆ 0471-23-1414

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 0471-58-4141

メガネマーケット江戸川台店 千葉県流山市江戸川台東１－１１　　栗原ビル１Ｆ 0471-55-2800

株式会社メガネマーケット 埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-252ユニオンビルディング6階 048-658-3277

こども眼鏡館　東大宮店 埼玉県さいたま市見沼区　　東大宮７－５６－６ 048-684-2772

こども眼鏡館　イオンタウン吉川美南店 埼玉県吉川市美南3-23-1ｲｵﾝﾀｳﾝ吉川美南101-1 048-940-1070

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

メガネハウスめいしゅう 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　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　
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めがねタイム 長野県佐久市塩名田488-2 0267-58-0123 http://www.meganetaimu.sakura.ne.jp/

サイトウメガネ 新潟県三条市本町1-2-20 0256-32-0720 http://www.e-lens.co.jp/index.html

星野時計眼鏡店 新潟県柏崎市東本町１－１６－２８ 0257-22-4022
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http://www.e-lens.co.jp/index.html


～東海地区～

店舗名 住所 電話番号 ホームページ

ヤマトヤ　東田中店 静岡県御殿場市東田中3-3-17 0550-82-0047

ヤマトヤ　裾野店 静岡県裾野市佐野1601-1 055-993-3706

ヤマトヤ　沼津店 静岡県沼津市大手町1-1-6 イーラde 1F 055-954-6662

時計・メガネ・宝石の小川 静岡県袋井市高尾町1-8 0538-43-2535 http://www.ogawa-1.com/

メガネのモリタ 静岡県菊川市半済1666-2 0537-35-2438 http://f-koten.jp/shop/229

メガネ･宝飾・時計・補聴器　ヤマモト 静岡県浜松市三ケ日町三ケ日352-1 053-525-0572 http://mikkabiyamamoto.hamazo.tv/

オプティックヤマシタ 静岡県浜松市葵東2-25-1 053-436-3778 http://www.y-net21.co.jp/

～中部・北陸地区～

店舗名 住所 電話番号 ホームページ

メガネのモミヤマ 愛知県半田市東郷町3-35-2 0569-21-1450 http://megane-momiyama.com/

メガネの赤松 福井県福井市四ツ井2-7-2 0776-52-7888 http://www.akamatsu8.com/

～関西・中国地区～

店舗名 住所 電話番号 ホームページ

ごぼうめがね 和歌山県御坊市薗271 0738-22-1813

中野屋眼鏡院　本店 岡山県岡山市北区表町2-6-53 086-231-4181

中野屋眼鏡院／こども眼鏡院　ゆめタウン倉敷店 岡山県倉敷市笹沖1274-1　ゆめタウン倉敷店１階 086-434-1008

中野屋眼鏡院／こども眼鏡院　天満屋倉敷店 岡山県倉敷市阿知1丁目７－１　天満屋倉敷店３階 086-486-1559
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～九州・沖縄地区～

店舗名 住所 電話番号 ホームページ

福岡めがね物語 福岡県春日市紅葉ヶ丘東3-93 092-558-8858 http://www.megane-story.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

メガネの栄心　八幡昭和町店 福岡県北九州市八幡東区昭和1丁目1-8 093-652-3733

メガネの栄心　戸畑鞘ヶ谷店 福岡県北九州市戸畑区東鞘ヶ谷町2-1 093-871-1515

メガネの正視堂　竹町本店 大分県大分市中央町3-4-14 097-532-6807

メガネの正視堂　賀来店 大分市賀来南1丁目7番1号 097-549-3663

メガネの正視堂　OptMax!パークプレイス大分店 大分市公園通り西2丁目ー1ジャスコパークプレイス大分店2F 097-528-7505

rafin永田メガネ　佐世保店 長崎県佐世保市上京町3-18 0956-22-0110

永田メガネ川棚店 長崎県東彼杵郡川棚町栄町31-3 0956-82-6000

中原眼鏡 熊本県熊本市北区室園町10-30 096-345-2845

D-Eye nakahara megane（ディーアイ ナカハラメガネ） 熊本県菊池郡菊陽町光の森2-29-5 096-340-2505

D-Eye kaminoura（ディーアイ カミノウラ） 熊本県熊本市中央区上通町5-17桜井町アパートメント 096-288-4999

D-Eye kagoshima（ディーアイ カゴシマ） 鹿児島県鹿児島市呉服町６-５マルヤガーデンズ 4F 099-248-8889

ヒガ眼鏡店 沖縄県那覇市泉崎1-14-19 098-867-7540
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