
店番 店名 電話番号 都道府県 住所 建物

187 メガネスーパー 　小樽店 0134-32-8739 北海道 小樽市稲穂2-4-8 ﾏﾙﾕｳﾋﾞﾙ1F

786 メガネスーパー イオンタウン弘前樋の口店 0172-39-4588 青森県 弘前市樋の口2-9-6 ｲｵﾝﾀｳﾝ弘前樋の口SC1F

663 メガネスーパー イオン十和田店 0176-20-2233 青森県 十和田市大字相坂六日町山166-1 ｲｵﾝｽｰﾊﾟｰｾﾝﾀｰ十和田1F

224 メガネスーパー 盛岡上堂店 019-646-8229 岩手県 盛岡市上堂1-3-35

980 メガネスーパー 遠野バイパス店 0198-66-3320 岩手県 遠野市松崎町白岩15-31-1

387 メガネスーパー 鶴岡南ショッピングセンター店 0235-28-1550 山形県 鶴岡市ほなみ町9-5

401 メガネスーパー 福島矢野目店 024-555-3155 福島県 福島市南矢野目字中江12-8

212 メガネスーパー 仙台クリスロード店 022-217-2270 宮城県 仙台市青葉区中央2-5-5 くさのやﾋﾞﾙ

920 メガネスーパー 仙台泉セルバテラス店 022-739-7559 宮城県 仙台市泉区泉中央1-6-3 ｾﾙﾊﾞﾃﾗｽ2F

125 メガネスーパー 志木店 048-474-8621 埼玉県 新座市東北2-30-16

337 メガネスーパー 川越クレアモール店 049-226-6434 埼玉県 川越市新富町2-7-1 新富町伊勢原第３ﾋﾞﾙ1F

365 メガネスーパー 和光店 048-468-7500 埼玉県 和光市丸山台1-4-15

883 メガネスーパー　ビバモール東松山  0493-25-1027埼玉県 東松山市神明町2丁目-11-6 ビバモール東松山店生活館2階

932 メガネスーパー ララガーデン春日部店 048-738-7655 埼玉県 春日部市南1丁目1番1 ﾗﾗｶﾞｰﾃﾞﾝ春日部2F

958 メガネスーパー 所沢プロぺ通り店 04-2926-1386 埼玉県 所沢市日吉町2-2

961 メガネスーパー　大宮そごう店 048-642-6006 埼玉県 さいたま市大宮区桜木町1-6-2 大宮ｽｶｲﾋﾞﾙ　1F

119 メガネスーパー イオンタウン水戸南店 029-219-1170 茨城県 東茨城郡茨城町長岡3480-101 ｲｵﾝﾀｳﾝ水戸南1F

528 メガネスーパー 土浦真鍋店 029-825-3805 茨城県 土浦市真鍋1-18-23

534 メガネスーパー つくば学園店 029-850-0511 茨城県 つくば市東新井18-8

538 メガネスーパー 鹿嶋店 0299-85-0388 茨城県 鹿嶋市宮中226-1

539 メガネスーパー 日立田尻店 0294-44-7544 茨城県 日立市田尻町4-36-5

686 メガネスーパー 常陸多賀店 0294-28-5611 茨城県 日立市桜川町1-1-16 ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ海野1F

024 メガネスーパー 市川店 047-326-6331 千葉県 市川市市川1-9-11 ｻﾝ市川ﾊｲﾂｻﾝﾎﾟﾎﾟ1F

099  メガネスーパー　船橋店 047-424-4898 千葉県 船橋市本町3-3-1 川守ﾋﾞﾙ1F

202 メガネスーパー 京成千葉店 043-225-4702 千葉県 千葉市中央区富士見2-15-1 ﾜﾗﾋﾞﾋﾞﾙ1F

215 メガネスーパー 柏本店 04-7167-0892 千葉県 柏市柏2-4-1

275 メガネスーパー 行徳駅前店 047-399-2219 千葉県 市川市行徳駅前1-27-20 堀徳ﾋﾞﾙ1F

535 メガネスーパー 稲毛海岸店 043-270-6700 千葉県 千葉市美浜区高洲3-14-1 和紅ﾋﾞﾙ101号

906 メガネスーパー セブンパークアリオ柏店 04-7157-0922 千葉県 柏市大島田1丁目6番地1 ｾﾌﾞﾝﾊﾟｰｸｱﾘｵ柏3F3550

049 メガネスーパー 高田馬場本店 03-3232-1718 東京都 新宿区高田馬場1-28-6 清光ハイム1F

051 メガネスーパー 八重洲日本橋店 03-3272-6081 東京都 中央区日本橋2-2-2 ﾏﾙﾋﾛ日本橋ﾋﾞﾙ　店舗B

154 メガネスーパー 神楽坂店 03-5225-3663 東京都 新宿区神楽坂2-4 田金館1F

185 メガネスーパー GINZA5店 03-6263-8756 東京都 中央区銀座5丁目1番先 GINZA5　1Ｆ

338 メガネスーパー 西新宿都庁前店 03-3345-1554 東京都 新宿区西新宿1-22-1 ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞﾋﾞﾙ1F

537 メガネスーパー 三軒茶屋店 03-5779-6877 東京都 世田谷区三軒茶屋2-14-8 鍋谷ﾋﾞﾙ1F

574 メガネスーパー 西葛西店 03-5659-0970 東京都 江戸川区西葛西4-1-1

622 メガネスーパー 麻布十番店 03-5439-5733 東京都 港区麻布十番2-1-8 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾒｿﾞﾝ麻布十番館1F

664 メガネスーパー 吉祥寺ダイヤ街店 0422-20-2237 東京都 武蔵野市吉祥寺本町1-8-3 ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ吉祥寺ｺｽﾓ1F

695 メガネスーパー ららぽーと豊洲店 03-3536-8786 東京都 江東区豊洲2-4-9 ｱｰﾊﾞﾝﾄﾞｯｸららぽーと豊洲3F 30420区画

715 メガネスーパー 池袋マルイ店 03-5985-6550 東京都 豊島区西池袋3-28-13 池袋ﾏﾙｲ4F

841 EYESTYLE南町田グランベリーパーク 042-850-5988 東京都 町田市鶴間3-4-1 ｸﾞﾗﾝﾍﾞﾘｰﾊﾟｰｸｾﾝﾄﾗﾙｺｰﾄ1F　J123

843 EYESTYLE　MIYASHITA PARK 03-5962-7732 東京都 渋谷区神宮前6-20 MIYASHITA PARK北街区2階N209

884 メガネスーパー 武蔵小山駅前店　 03-5751-7121 東京都 品川区小山3-25-1

896 メガネスーパー 王子店 03-5902-5666 東京都 北区王子1-10-15 ﾘﾊﾞﾃｨ館

897 メガネスーパー　新小岩駅前 03-5879-9188 東京都 葛飾区新小岩1-48-3 山一ﾋﾞﾙ1F

899 メガネスーパー　上野中央 03-3835-6025 東京都 台東区上野４丁目５−番5号

911 メガネスーパー 三鷹コラル店 0422-79-5620 東京都 三鷹市下連雀3-35-1 三鷹ｺﾗﾙ1F

915 メガネスーパー 中野サンモール店 03-5942-5708 東京都 中野区中野5-67-11

924 メガネスーパー 秋葉原駅前店 03-6206-4818 東京都 千代田区外神田4-1-8 ｶﾝﾌﾞﾝﾄﾞｰﾋﾞﾙ1F

941 メガネスーパー 駒沢大学前店 03-3411-3400 東京都 世田谷区駒沢2-17-9 ｻﾞ・ｺﾏｻﾞﾜﾀﾜｰ 1F

950 メガネスーパー 新橋外掘り店 03-5532-1275 東京都 港区新橋1-18-12 新橋一丁目ビル1F

993 メガネスーパー 調布本店 042-440-3443 東京都 調布市布田1-33-1 原第2ﾋﾞﾙ1F

004 メガネスーパー 鎌倉店 0467-24-6131 神奈川県 鎌倉市御成町4-17 後藤ﾋﾞﾙ1F

050 メガネスーパー 横浜スタジアム前店 045-661-2110 神奈川県 横浜市中区山下町252 ｸﾞﾗﾝﾍﾞﾙ横浜ﾋﾞﾙ1F

061 メガネスーパー 大船店 0467-45-8269 神奈川県 鎌倉市大船1-23-14 富士商会ﾋﾞﾙ1F

195 メガネスーパー 横浜西口本店 045-317-7727 神奈川県 横浜市西区北幸1-8-6 三栄ﾋﾞﾙB1F 

204 メガネスーパー 　川崎市役所前店 044-245-0877 神奈川県 川崎市川崎区東田町6-2 宮代ﾋﾞﾙ1F

227 メガネスーパー 上大岡店 045-843-8944 神奈川県 横浜市港南区上大岡西2-2-10 ＭＫ第2ﾋﾞﾙ1F

272 メガネスーパー 横須賀店 046-824-9105 神奈川県 横須賀市若松町1-1

309 メガネスーパー 厚木大通り店 046-295-3122 神奈川県 厚木市中町3-12-1 厚木国際ﾋﾞﾙ1F

359 メガネスーパー 茅ヶ崎駅前店 0467-85-1835 神奈川県 茅ケ崎市新栄町1-1 山治ﾋﾞﾙ2F

367 メガネスーパー アージュ小田原店 0465-23-5055 神奈川県 小田原市栄町1-5-16 ｵｿﾞﾝ2

435 メガネスーパー 港北NTセンター南店 045-949-1010 神奈川県 横浜市都筑区茅ヶ崎中央19-1 ﾀｳﾝｽｸｴｱ1F

529 メガネスーパー 藤沢南口店 0466-55-1677 神奈川県 藤沢市南藤沢20-6 第一興産23号館1F

536 メガネスーパー 溝ノ口本店 044-829-6675 神奈川県 川崎市高津区溝ノ口1-12-17 豊田ﾋﾞﾙ1F・2F

545 メガネスーパー 藤沢六会店 0466-80-3883 神奈川県 藤沢市亀井野3-1-1 HILL　SIDE湘南1F

577 メガネスーパー イセザキモール店 045-263-2620 神奈川県 横浜市中区伊勢佐木町1-5 ｷﾆﾔﾋﾞﾙ1F

643 メガネスーパー ビアレ横浜店 045-790-4008 神奈川県 横浜市金沢区並木2-13-2 ﾋﾞｱﾚ横浜新館2F

669 メガネスーパー 相模大野駅前店 042-749-8385 神奈川県 相模原市南区相模大野3-13-1 第一ﾀｶﾋﾞﾙ1F

921 メガネスーパー 川崎西口店 044-280-6512 神奈川県 川崎市幸区大宮町3-7 ﾄｰｽﾄ川崎1F

940 メガネスーパー イオン金沢八景店 045-782-0070 神奈川県 横浜市金沢区泥亀1-27-1 ｲｵﾝ金沢八景店1F

035 メガネスーパー 浜松鍛冶町店 053-456-4610 静岡県 浜松市中区伝馬町312-21 亀屋ﾋﾞﾙ1F

321 メガネスーパー 函南店 055-979-7633 静岡県 田方郡函南町塚本87-5

933 メガネスーパー 沼津香貫店 055-934-8787 静岡県 沼津市三園町12-21

985 メガネスーパー 草薙店 054-348-8587 静岡県 静岡市清水区草薙3-10-24

219 メガネスーパー 甲府アルプス通り店 055-226-3251 山梨県 甲府市徳行3-9-32

592 メガネスーパー 甲府バイバス石和店 055-263-1243 山梨県 笛吹市石和町四日市場1718



880 メガネスーパー　ビバモール甲斐敷島 055-267-2090 山梨県 甲斐市中下条２０００−１ ビバモール甲斐敷島店内

913 メガネスーパー レイクウォーク岡谷店 0266-78-8683 長野県 岡谷市銀座1-1-5 ﾚｲｸｳｫｰｸ岡谷3F

244 メガネスーパー 名古屋平針店 052-804-6828 愛知県 名古屋市天白区原１-2214 ﾕﾆｰﾌﾞﾙﾏﾝｼｮﾝ1F

778 メガネスーパー 名古屋栄スカイル店 052-249-1008 愛知県 名古屋市中区栄3-4-5 栄ｽｶｲﾙ6F

842 EYESTYLE Hisaya-odori Park店 052-959-5202 愛知県

名古屋市中区錦３丁目16番13号先

RAYARD

Hisaya-odori Park内ZONE4

RAYARD　Hisaya-odori Park

879 メガネスーパー　名古屋大須店  052-249-8013愛知県 名古屋市中区大須３丁目２６−３２

086 メガネスーパー 小千谷店 0258-83-4508 新潟県 小千谷市大字桜町2449-1

225 メガネスーパー 三条市役所通り店 0256-35-1859 新潟県 三条市旭町2-14-2

270 メガネスーパー 上越モール店 025-527-2575 新潟県 上越市とよば239番の１ ﾊﾞﾛｰ上越ﾓｰﾙ内

351 メガネスーパー　新潟黒崎店 025-377-1800 新潟県 新潟市西区山田420-1

368 メガネスーパー 糸魚川店 025-553-0821 新潟県 糸魚川市上刈6-2-2

395 メガネスーパー 燕三条店 0256-61-1344 新潟県 燕市井土巻3-95

412 メガネスーパー 長岡イオン前店 0258-22-5665 新潟県 長岡市緑町1-216-1

419 メガネスーパー 上越インター店 025-521-5517 新潟県 上越市藤野新田1183

421 メガネスーパー 佐渡佐和田店 0259-51-1225 新潟県 佐渡市中原227-1

517 メガネスーパー 村上店 0254-50-7883 新潟県 村上市仲間町字坂下522-9

553 メガネスーパー 六日町店 025-781-5611 新潟県 南魚沼市余川3350

591 メガネスーパー 輪島ワイプラザ店 0768-23-0900 石川県 輪島市宅田町41 ﾊﾟﾜｰｼﾃｨ・輪島ﾜｲﾌﾟﾗｻﾞ内

784 メガネスーパー イオンタウン金沢示野店 076-268-4988 石川県 金沢市戸板西1-55 ｲｵﾝﾀｳﾝ金沢示野ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭ棟1F

802 株式会社 メガネハウス富山本店 076-422-8707 富山県 富山市天正寺1141

805 株式会社 メガネハウス高岡野村店 0766-21-8083 富山県 高岡市野村1206-1

808 株式会社 メガネハウス小杉店 0766-56-8707 富山県 射水市戸破元町1730

809 株式会社 メガネハウス富山山室店 076-495-8707 富山県 富山市山室118

810 株式会社 メガネハウス富山南店 076-422-8083 富山県 富山市掛尾町8-1

812 株式会社　メガネハウス富山婦中店 076-466-1303 富山県 富山市婦中町宮ｹ島330-4

813 株式会社 メガネハウス高岡駅南店 0766-25-8083 富山県 高岡市赤祖父473

814 株式会社 メガネハウス砺波本店 0763-34-8707 富山県 砺波市太郎丸2-50

816 株式会社 メガネハウス氷見店 0766-91-8181 富山県 氷見市窪728-1

820 株式会社 メガネハウス黒部店 0765-32-5885 富山県 黒部市牧野866-1

822 株式会社 メガネハウス上飯野店 076-482-3688 富山県 富山市上飯野38-1

213 メガネスーパー 福井二の宮店 0776-26-4804 福井県 福井市二の宮2-28-26

874 メガネスーパー　高槻駅北口店 072-681-7754  大阪府 高槻市芥川町１丁目２−番Ｂ－108 アクトアモーレ Ｂ棟

210 メガネスーパー 天六店 06-6356-8450 大阪府 大阪市北区天神橋5-5-12 ﾂﾊﾞｻﾋﾞﾙ1F

851 シミズメガネ本店 06-6782-2952 大阪府 東大阪市長栄寺2番12号

862 シミズメガネ　東大阪花園 072-967-0177 大阪府 東大阪市稲葉3-15-38

903 メガネスーパー エキマルシェ大阪アルビ店 06-6450-8698 大阪府 大阪市北区梅田3-1-1 ｴｷﾏﾙｼｪ大阪内ｱﾙﾋﾞ

923 メガネスーパー NAMBAなんなん店 06-6537-7122 大阪府 大阪市中央区難波5丁目 なんなんﾀｳﾝ5号

866 メガネのオオツカ　草津野路店 077-562-8887 滋賀県 草津市野路5丁目17-22

094 メガネスーパー テラッソ姫路店 079-287-1011 兵庫県 姫路市駅前町27 ﾃﾗｯｿ姫路2F

580 メガネスーパー 神戸三宮店 078-335-0402 兵庫県 神戸市中央区三宮町1-9-1 ｾﾝﾀｰﾌﾟﾗｻﾞ135号室

966 メガネスーパー 姫路みゆき通り店 079-225-8488 兵庫県 姫路市駅前町238-2

053 メガネスーパー イオンタウン宇多津店 0877-41-9320 香川県 綾歌郡宇多津町浜二番丁１６ ｲｵﾝﾀｳﾝ宇多津1F

875 メガネスーパー　イオンモール綾川店 087-870-8806 香川県 綾歌群 綾川町萱原字下所822番地１ イオンモール綾川１F

126 メガネスーパー 小倉本店 093-551-2126 福岡県 北九州市小倉北区魚町2-4-21 鹿屋ﾋﾞﾙ1F

671 メガネスーパー コマーシャルモール博多店 092-477-6118 福岡県 福岡市博多区東光寺町2-6-40 ｺﾏｰｼｬﾙﾓｰﾙ博多1F

905 メガネスーパー リバーウォーク北九州店 093-967-7180 福岡県 北九州市小倉北区室町1-1-1 ﾘﾊﾞｰｳｫｰｸ2F

013 メガネスーパー 熊本東バイパス店 096-213-2001 熊本県 熊本市東区新南部3-10-47

327 メガネスーパー くまなん店 096-379-6335 熊本県 熊本市南区江越2-2-10

336 メガネスーパー 天草店 0969-23-7854 熊本県 天草市今釜町16-19

601 メガネスーパー熊本光の森 096-292-3303 熊本県 菊池郡菊陽町光の森7-2-9

109 メガネスーパー 都城店 0986-23-6667 宮崎県 都城市平江町14街区17号

348 メガネスーパー 鹿屋バイパス店 0994-41-7202 鹿児島県 鹿屋市札元2-3777-1

878 メガネスーパー 鹿児島天文館本通り店 099-225-2480 鹿児島県 鹿児島市東千石町11-14

158 メガネスーパー 豊見城ウィングシティ店 098-850-8666 沖縄県 豊見城市字高安261-2 豊見城ｳｨﾝｸﾞｼﾃｨ1F

782 メガネスーパー ハンビータウンSC店 098-982-7558 沖縄県 中頭郡北谷町北前1-2-3 ｻﾝｴｰﾊﾝﾋﾞｰﾀｳﾝｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ1F101

882 メガネスーパー　イーアス沖縄豊崎 098-852-2050 沖縄県 豊見城市豊崎3番35 イーアス沖縄豊崎内1F


