
累進多焦点遠近両用眼鏡
レンズ上部は素通し

レンズ下部に手元用度数+度数

境目なく変化
素通し 遠くの視界をそのまま

中間
手元から遠くまでぼやけない

SENIOR GLASSES
BEST SELLECTION

遠くも近くも
        この１本で
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BF-824
フレームカラー：ブラック、ワイン/ブラウン　50□
度数：＋1.50～＋2．00　2度数
素材：ウルテム

BF-823
フレームカラー：ブラック、ワイン/ブラウン　54□
度数：＋1.50～＋2．00　2度数
素材：ウルテム

《CR-39 ・ マルチコート付レンズ》

遠くも近くもこの1本で

+1.5    +2.0

累進多焦点遠近両用

調整が可能なラバーモダンしっかりとした高さのパッド

かけたり外したりのわずらわしさがなく便利。

ULTEM素材のフレームに、高さのあるパッドと調整可能なラバーモダンを装着し、

強度があり、かけごこちも優れています。

スマホを見たりレストランでメニューを見たり、日常で細かいモノを見る機会は結構

多いですが、「かけたり外したりが面倒」「年寄りくさい」と、かけるのをためらったり、

単焦点のリーディンググラスで不便な思いをしている人はいないでしょうか？

MODEL/SIZE COLOR

BF-823
（スクエア）

BF-824
（ボストン）

ワイン/ブラウン

ブラック

ワイン/ブラウン

ブラック

この商品は、

手元から遠くまでぼやけないメガネです

50□19

54□16

4940921044805 4940921044812

4940921044775 4940921044782

4940921044744 4940921044751

4940921044713 4940921044720

レンズ上部は素通し

レンズ下部に手元用度数+度数
境目なく変化境目なく変化

素通し 遠くの視界をそのまま

【累進帯長 12mm】中間

※見え方イメージ



TP-20 サイズ：51 □ TP-21 サイズ：51 □

RC-01 サイズ：51 □ RC-02 サイズ：49□
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細やかな装飾

リム巻きタイプ

一体成型で緩まない
レンズ止めにネジ未使用 鼻パッドもずれにくくしっかりフィット

リムレスで「軽い」「しなやか」テンプル

安心設計
しなやかテンプル

Two Point

Classic
クラシックなリーディンググラス

ツーポイントタイプ

老眼鏡と気づかれない、
今流行りのおしゃれなクラシックデザイン。

掛け心地もしっかりフィット
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KO-T9122BRKO-T9122BK

KO-7122GO

スタンダード シンプルで飽きないデザイン。定番のスタンダードタイプです。

TR-90

KO-7107GR

軽くて柔らかい超弾性素材。かけ心地がいい軽いフレームです。

パッケージイメージ

眼鏡産地鯖江でのレンズ加工

眼鏡店使用のフレームを採用

透明度の高いマルチコートレンズ

抗菌コート加工フレーム

１本１本仕上げているので安心です。

かけ心地の良さにこだわりました。

反射防止マルチコートレンズを使用しているので
明るく見やすいです。

抗菌・抗ウィルスコーティングを施しています。

+4.00，+4.50，+5.00，+5.50，+6.00高度数対応

抗菌老眼鏡

抗ウイルスの試験結果

ウイルス付着後

10分で 減

度数／＋1.00 ～ 3.50　6 度数

99.98％
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ウイルス接触後経過時間 ( 分 )

※薬機法 ( 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の
確保用に関する法律 ) の関係上、特定のウイルス名の表記が
できないため「ウイルス E」と記載しています。
※すべてのウイルスや菌に対して効果を保証するものでは
ありません。
※第三者機関調べ

ウイルス E( エンベロープあり )
に対する抗ウイルス試験

サイズ：54□17-140　素材：フロント／合金　テンプル／アセテート サイズ：53□16-140　素材：フロント／合金　テンプル／合金

サイズ：53□13-142　素材：フロント／ TR90　テンプル／ TR90 サイズ：53□13-142　素材：フロント／ TR90　テンプル／ TR90
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FU-001
フレームカラー:ガンメタル　度数：+1.50～+3.0　4度数
JAN：4940921335

FU-002
フレームカラー:ブラック　52□　
度数：+1.50～+3.0　4度数　　　JAN：4940921336

掛け外し不要。用途に合わせて使い分け。

調整出来てずれにくい

可動式
鼻パッド

3

ワンタッチで上げ下げ

ハネ上げ
丁番使用

1

自分で調整できるモダンで、
フィット感バツグン

ラバーモダン

2

周辺部は度が入っていないから
ゆがみも解消！

レンズ中央部のみ
度入り

従来のハネ上げ老眼鏡に特殊レンズを採用。
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アイ・ラブ・入浴

EYE 入浴
お風呂用メガネお風呂用メガネ

ＥＹＥ 　 入浴専用ディスプレイ 　基本16本セット

フレーム：クリアブルー  サイズ：53□　

レンズ素材：ポリカーボネイト(撥水性防曇コート)

フレーム素材：ポリカーボネイト

EA-01 Clear Blue

ディスプレイサイズ：

Ｗ380×Ｄ250×H350mｍ

陳列される商品は

セット内容により異なります。

度数選定をされる場合は、
現在使用している度数より弱い度数
を選んでください。

（従来の度数の場合、個人差によって度数が強
く感じることがあり、場合によっては気分が
悪くなることがございます。）

-3.00 -4.00
-6.00 -7.00

-5.00
-8.00

近視用

+2.00老視用

選べる既製7度数

透明性・耐衝撃性を備え熱にも強く
腐食しないポリカーボネイトフレーム。

曲げても、踏んでも
壊れにくい超軽量・超弾性
の「TR90」素材フレーム。

お風呂メガネお風呂メガネ

選べる既製4度数

-3.00 -4.00 -6.00-5.00近視用

ディスプレイサイズ：Ｗ160×H505mｍ

持ち歩きに使えるビニールケース付きパッケージ

老視用パッケージ近視用パッケージ

お風呂メガネ専用ディスプレイ　12本セット

近視・老眼
対応プラスチックや金属のメガネは、お風呂で使用すると劣化してしまいます。

お風呂用メガネ「　　　　　」なら、メガネをかけたまま入浴できます。EYE 入浴

フレーム：ブラウン  サイズ：50□　フレーム素材：TR90　　

レンズ素材：ポリカーボネイト(撥水性防曇コート)/光学樹脂(親水性防曇コート)

軽い！柔らか
い！

IL-001  Brown TR90

実用新案登録番号：
第 3187617 号
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クリップ付

Series 3000

Series 2000

Series 1000

携帯用

サイズ：51□FR-05

サイズ：48□CL-10

サイズ：52□FK-707

サイズ：48□O-22

サイズ：54□FK-706

サイズ：52□TP-11SM

サイズ：55□SLF-20GR

サイズ：55□FR-08

サイズ：52□CL-11

サイズ：54□590

サイズ：54□MM-01

サイズ：54□570

サイズ：52□TP-11WH

サイズ：47□FK-170

CLIP-UP

SL-181L サイズ：54□天地35㎜SL-182M

サイズ：50□FR-04

サイズ：55□K-16

サイズ：54□RK-01

サイズ：55□500B

サイズ：53□RK-07GR

サイズ：44□KD-01

TR-90TR-90 TR-90

バネ丁番

バネ丁番

七宝付き

バネ丁番

サイズ：54□天地48㎜

藤田光学株式会社 福井県鯖江市神中町 1-5-22


	1_2
	3_4
	5_6
	7_8

