
タイプ

メーカー ﾎﾞｼｭﾛﾑ ﾎﾞｼｭﾛﾑ ｼｰﾄﾞ ｼｰﾄﾞ ｼｰﾄﾞ ｼｰﾄﾞ

商品名 ﾅﾁｭﾚｰﾙ ｽﾀｰﾘｰ ｱｲｺﾌﾚ ﾜﾝﾃﾞｰUV ｱｲｺﾌﾚ ﾜﾝﾃﾞｰUV-M ﾋﾛｲﾝﾒｲｸ ﾜﾝﾃﾞｰUV-M ｼﾞﾙｽﾁｭｱｰﾄ ﾜﾝﾃﾞｰUV

素材 ハイドロゲル ＨＥＭＡ ２－ＨＥＭＡ ２－ＨＥＭＡ ２－ＨＥＭＡ ２－ＨＥＭＡ

含水率 59% 38% 38% 38% 38% 58%

ＤＫ値 22 9 12 12 12 19.73

ＤＫ/L値 24.4 11 24 24 24 121

中心厚 ※1 0.09ｍｍ 0.08ｍｍ 0.05ｍｍ 0.05ｍｍ 0.05ｍｍ 0.08ｍｍ

球面/非球面 非球面 球面 球面 球面 球面 球面

環状着色 

ﾋﾟｭｱﾌﾞﾗｯｸ
ｴﾚｶﾞﾝﾄﾌﾞﾗｳﾝ

   2色

UVカット × × 〇 〇 〇 〇

製作範囲 B.C : 8.6 B.C : 8.6 B.C : 8.7 B.C : 8.7 B.C : 8.7 B.C : 8.7

Ｐ :±0.00～-6.00 Ｐ :-0.50～-6.00 Ｐ :±0.00～-6.00 Ｐ :±0.00～-6.00 Ｐ :±0.00～-6.00 Ｐ : 0.00～-6.00
      (0.25ｽﾃｯﾌﾟ)       (0.25ｽﾃｯﾌﾟ)       (0.25ｽﾃｯﾌﾟ)       (0.25ｽﾃｯﾌﾟ)       (0.25ｽﾃｯﾌﾟ)       (0.25ｽﾃｯﾌﾟ)
    -6.00～-9.00     -6.00～-10.00      -6.00～-12.00      -6.00～-12.00      -6.00～-10.00      -6.00～-10.00
      (0.50ｽﾃｯﾌﾟ)       (0.50ｽﾃｯﾌﾟ)       (0.50ｽﾃｯﾌﾟ)       (0.50ｽﾃｯﾌﾟ)       (0.50ｽﾃｯﾌﾟ)       (0.50ｽﾃｯﾌﾟ)

      ±0.00      +0.25      +0.25
     +0.50～+3.00      +0.50～+3.00
      (0.50ｽﾃｯﾌﾟ)       (0.50ｽﾃｯﾌﾟ)

直径 14.2ｍｍ 14.0ｍｍ 14.0ｍｍ 14.0ｍｍ FMのみ14.2mm 14.0ｍｍ 14.2ｍｍ

パッケージ １箱３０枚 1箱１０枚／３０枚 1箱３０枚 1箱１０枚／３０枚 1箱１０枚／３０枚 1箱１０枚／３０枚

※1：-3.00Dの場合

グループⅣ
(イオン性高含水レンズ)

グループ分類
グループII

（非イオン性高含水レンズ）
グループⅠ

(非イオン性低含水レンズ)
グループⅠ

(非イオン性低含水レンズ)
グループⅠ

(非イオン性低含水レンズ)

ディスポーザルレンズ製品比較

カラー

１日使い捨てタイプ（カラー）（１）

環状着色
ﾍﾞｰｽﾒｲｸ:(ﾗｲﾄﾌﾞﾗｳﾝ)

ﾅﾁｭﾗﾙﾒｲｸ:ﾌﾞﾗｯｸ)
ﾘｯﾁﾒｲｸ:(ﾌﾞﾗｳﾝ)
ｸﾞﾚｲｽﾒｲｸ:(ｸﾞﾚｰ)

　4色

環状着色
ｳﾞｨｰﾅｽ:(ｸﾗｼｯｸﾌﾞﾗｳﾝ)
ｱｰｽ:(ｶｼﾞｭｱﾙｵﾘｰﾌﾞ)
ｼﾞｭﾋﾟﾀｰ:(ｸｰﾙｸﾞﾚｲ)

　　3色

環状着色
ﾌﾛｰﾗﾙﾋﾟﾝｸ

ｵｰﾄｸﾁｭｰﾙｵﾘｰﾌﾞ
ﾌﾞﾘﾘｱﾝﾄﾌﾞﾙｰ

ﾌﾞﾗｳﾝ/ﾌﾞﾗｯｸ
５色

環状着色
ﾍﾞｰｽﾒｲｸ:(ﾗｲﾄﾌﾞﾗｳﾝ)
ﾅﾁｭﾗﾙﾒｲｸ:(ﾌﾞﾗｯｸ)
ﾘｯﾁﾒｲｸ:(ﾌﾞﾗｳﾝ)
ｸﾞﾚｲｽﾒｲｸ:(ｸﾞﾚｰ)

ﾌｧｰｽﾄﾒｲｸ:(ﾌﾞﾗｳﾝ)
　　5色

環状着色
（ﾋﾛｲﾝﾌﾞﾗｳﾝ）

グループⅠ
(非イオン性低含水レンズ)

 2020/12/1現在



タイプ

メーカー ｼﾝｼｱ ｼﾝｼｱ ｼﾝｼｱ ｼﾝｼｱ

商品名
ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ

ﾜﾝﾃﾞｰﾊﾟｰﾙ
ｴﾙｺﾝﾜﾝﾃﾞｰ ﾎﾟｯﾌﾟ ﾐｯｼｭﾌﾞﾙｰﾐﾝ ｱｲﾘｽｸﾞﾛｰ ﾌｪｱﾘｰ ﾜﾝﾃﾞｰ

素材 ＨＥＭＡ ＨＥＭＡ ２－ＨＥＭＡ ２－ＨＥＭＡ

含水率 38% 38% 38.0% 38%

ＤＫ値 8 8 10 8

ＤＫ/L値 10 10 14.5 121

中心厚 ※1 0.08ｍｍ 0.08ｍｍ 0.069 0.08ｍｍ

球面/非球面 非球面 非球面 非球面 非球面

環状着色

SIZE：14.2    ４色

 ｽｳｨｰﾄﾌﾞﾗｳﾝ/ｽｳｨｰﾄﾌﾞﾗｯｸ

 ﾌﾗﾜｰﾌﾞﾗｳﾝ/ﾌﾗﾜｰﾋﾟﾝｸ

SIZE：14.5　　４色

 ﾌﾞﾗｲﾄﾌﾞﾗｳﾝ/ﾌﾞﾗｳﾝｶｰｷ

  ﾄﾞｰﾘｰﾌﾞﾗｳﾝ/ｼｬｲﾆｰﾌﾞﾗｳﾝ

UVカット × × 〇 ×

製作範囲  B.C : 8.7  B.C : 8.7  B.C : 8.6  B.C : 8.7

 Ｐ:-0.50～-6.00  Ｐ:-0.50～-6.00  Ｐ : -0.50～-6.00  Ｐ:-0.50～-6.00
    (0.25ｽﾃｯﾌﾟ)     (0.25ｽﾃｯﾌﾟ)       (0.25ｽﾃｯﾌﾟ)     (0.25ｽﾃｯﾌﾟ)
   -6.00～-9.00    -6.00～-9.00       -6.00～-9.00    -6.00～-9.00
    (0.50ｽﾃｯﾌﾟ)     (0.50ｽﾃｯﾌﾟ)       (0.50ｽﾃｯﾌﾟ)     (0.50ｽﾃｯﾌﾟ)

      ±0.00       ±0.00       ±0.00       ±0.00

直径 14.2ｍｍ 14.2ｍｍ 14.2ｍｍ 14.2ｍｍ／14.5ｍｍ

パッケージ １箱３０枚 1箱５枚／３０枚 1箱１０枚
±0⇒１箱6枚/12枚

度付⇒１箱12枚入りのみ

※1：-3.00Dの場合

カラー

1箱１０枚／３０枚

環状着色
ｻﾝｸﾞﾛｰﾘﾝｸﾞ/ｺｽﾞﾐｯｸﾗﾃ
ｶｯﾊﾟｰｱｯｼｭ/ｶﾌｪﾉﾜｰﾙ

ﾐｽﾃｨｸﾌﾞﾗｳﾝ
ｵﾊﾟｰﾙｸﾞﾚｲ

６色

 B.C : 8.6／8.7

 Ｐ : -0.50～-6.00
      (0.25ｽﾃｯﾌﾟ)

×

14.0ｍｍ

環状着色

ｼﾝｼｱ

環状着色
セピア

ヘーゼル
ノアール

３色

ﾐｯｼｭ ﾌﾞﾙｰﾐﾝ

B.C : 8.7
ｽﾓｰｷｰﾏﾛﾝ

ｼｱｰｶｰｷ
ｼｪﾙﾑｰﾝ

ｳﾞｧｰｼﾞﾝﾊﾆｰ
ﾍﾟｰﾙｼﾞｬｽﾐﾝ
ｱｲｳﾞｨｰﾚﾃﾞｨ
ｱﾌﾟﾘｺｯﾄﾇｰﾄﾞ
ｼｬﾓﾜﾐｭｰｽﾞ

ﾘｭｸｽﾓｶ
ｸﾘｱｸﾞﾚｰｼﾞｭ

１０色

     -6.00～-10.00
      (0.50ｽﾃｯﾌﾟ)

38%

8

±0.00

グループⅠ
(非イオン性低含水レンズ)

環状着色
ショコラ
ブラウン
リッチブ

３色

ＨＥＭＡ

0.07ｍｍ

11.4

非球面

B.C : 8.6
ﾇｰﾃﾞｨｰﾍﾞｰｼﾞｭ
ﾌﾞﾛﾝｽﾞｱｯｼｭ
ﾐｽﾃｨｱﾝﾊﾞｰ

ｾﾋﾟｱﾘｯﾁ
ｳﾞｨﾝﾃｰｼﾞｷｬﾒﾙ
ｵﾘｰﾌﾞﾌﾞﾗｳﾝ

６色

ディスポーザブルレンズ製品比較

１日使い捨てタイプ（カラー）（２）

グループⅠ
(非イオン性低含水レンズ)

グループ分類
グループⅠ

(非イオン性低含水レンズ)
グループⅠ

(非イオン性低含水レンズ)
グループⅠ

(非イオン性低含水レンズ)
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タイプ

メーカー ｼﾝｼｱ

商品名
ｾﾚｸﾄﾌｪｱﾘｰ
ﾕｰｻﾞｰｾﾚｸﾄ

素材 ocufilcon D ２－ＨＥＭＡ

含水率 55.0% 38.0%

ＤＫ値 19.6 8

ＤＫ/L値 24.5 10 121

中心厚 ※1 0.08ｍｍ 0.08ｍｍ

球面/非球面 非球面 非球面

UVカット 〇 ×

製作範囲 B.C : 8.7 B.C : 8.7 B.C : 8.7 B.C : 8.7

 Ｐ:-0.50～-6.00  Ｐ:-0.50～-6.00  Ｐ:-0.50～-6.00  Ｐ:-0.50～-6.00

     (0.25ｽﾃｯﾌﾟ)      (0.25ｽﾃｯﾌﾟ)      (0.25ｽﾃｯﾌﾟ)      (0.25ｽﾃｯﾌﾟ)

    -6.00～-9.00     -6.00～-9.00     -6.00～-9.00     -6.00～-9.00

     (0.50ｽﾃｯﾌﾟ)      (0.50ｽﾃｯﾌﾟ)      (0.50ｽﾃｯﾌﾟ)      (0.50ｽﾃｯﾌﾟ)

      ±0.00       ±0.00       ±0.00       ±0.00

直径 14.2ｍｍ 14.2ｍｍ

パッケージ １箱１０枚 １箱３０枚 １箱１０枚 １箱１０枚

※1：-3.00Dの場合

9

グループⅣ
(イオン性高含水レンズ)

カラー

ＨＥＭＡ

14.2ｍｍ

非球面

環状着色
アンバーブライト
ウィンターリーフ
ベイビーデュアル

3色

〇

10

グループⅠ
(非イオン性低含水レンズ)

38.0%

グループⅠ
(非イオン性低含水レンズ)

ｱｲﾃﾞｨｸﾄ

ｼﾝｼｱ

ディスポーザブルレンズ製品比較

環状着色
アンバーブライト
ウィンターリーフ
ベイビーデュアル
バーガンディロスト
ミッドナイトシター
ダスティーヌード

６色

環状着色
アンティークブロンズ
マンダリンブルーム

ステラサンド
ドロップブラウン
シャインリッチ
スパイスライム

６色

グループ分類

0.08ｍｍ

１日使い捨てタイプ（カラー）（３）

環状着色
サニーブラウン
シトラスブラウン
ミスティグレー
ライトブラウン

スタンダードブラウン
ダークブラウン

６色

 2020/12/1現在



タイプ

メーカー ｱｲﾚ ｱｲﾚ ｱｲﾚ ｱｲﾚ ｱﾙｺﾝ ｱﾙｺﾝ

商品名 ﾜﾝﾃﾞｰｱｲﾚ ﾘｱﾙ UV
ﾈｵｻｲﾄﾜﾝﾃﾞｰ
ﾘﾝｸﾞｶﾗｰｽﾞ

ﾈｵｻｲﾄﾜﾝﾃﾞｰ
ｼｴﾙUV

ﾈｵｻｲﾄﾜﾝﾃﾞｰ
ｼｴﾙ ﾃﾞｭｳUV

ﾌﾚｯｼｭﾙｯｸﾜﾝﾃﾞｶﾗｰ
ﾌﾚｯｼｭﾙｯｸﾃﾞｲﾘｰｽﾞ

ｲﾙﾐﾈｰﾄ

素材 ＨＥＭＡ ＨＥＭＡ ＨＥＭＡ ＨＥＭＡ nelfilcon A ＰＶＡ

含水率 42.5% 38.6% 42.5% 58.0% 69％ 69%

ＤＫ値 11 9.5 11 28 26 26

ＤＫ/L値 13.6 11.9 13.75 121 26

中心厚 ※1 0.08ｍｍ 0.08ｍｍ 0.08ｍｍ 0.07ｍｍ 0.10ｍｍ 0.10ｍｍ

球面/非球面 非球面 非球面 非球面 非球面 球面 球面

カラー

環状着色
ライトブラウン

ブラウン
ブラック
　３色

環状着色
ヘーゼル

ブルー/グレー
　　３色

環状着色
ｼｴﾙﾍﾟｰﾙﾋﾟﾝｸ/ｼｴﾙｸﾞﾚｰｼﾞｭ

ｼｴﾙﾍﾞｰｼﾞｭ/ｼｴﾙﾌﾞﾗｳﾝ
ｼｴﾙｸﾞﾘｰﾝ

ｼｴﾙｳｫｰﾀｰﾐﾝﾄ
ｼｴﾙｱｸｱｺｰﾗﾙ

　　　７色

環状着色
ｱﾝﾊﾞｰﾌﾞﾛﾝﾄﾞ

ﾙｶﾌﾞﾗｳﾝ
ﾙｶﾁｬｺｰﾙ

　　３色

環状着色
ピュアヘーゼル

グリーン
グレー/ブルー

　　４色

環状着色
ｼﾞｪｯﾄﾌﾞﾗｯｸ
ﾘｯﾁﾌﾞﾗｳﾝ
ﾗｲﾄﾌﾞﾗｳﾝ

ｴｽﾌﾟﾚｯｿｺﾞｰﾙﾄﾞ
ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾌﾞﾗｯｸ

　　　　５色

UVカット 〇 〇 〇 〇 × ×

製作範囲 B.C: 8.6 B.C: 8.6 B.C: 8.6 B.C: 8.8 B.C: 8.6 B.C: 8.6

 Ｐ: -0.50～-6.00  Ｐ: -0.50～-6.00  Ｐ: -0.50～-6.00  Ｐ: -0.50～-6.00  Ｐ: -0.50～-6.00  Ｐ: ±0.00～-6.00

      (0.25ｽﾃｯﾌﾟ)       (0.25ｽﾃｯﾌﾟ)       (0.25ｽﾃｯﾌﾟ)       (0.25ｽﾃｯﾌﾟ)        (0.25ｽﾃｯﾌﾟ)       (0.25ｽﾃｯﾌﾟ)

     -6.00～-10.00      -6.00～-10.00      -6.00～-10.00      -6.00～-10.00      -6.00～-8.00       -6.00～-8.00

      (0.50ｽﾃｯﾌﾟ)       (0.50ｽﾃｯﾌﾟ)       (0.50ｽﾃｯﾌﾟ)       (0.50ｽﾃｯﾌﾟ)        (0.50ｽﾃｯﾌﾟ)       (0.50ｽﾃｯﾌﾟ)

      ±0.00       ±0.00       ±0.00       ±0.00       ±0.00
 ＊-0.25は

　Jﾌﾞﾗｯｸ/Rﾌﾞﾗｳﾝ/Lﾌﾞﾗｳﾝのみ*

直径 14.0ｍｍ 14.2ｍｍ 14.2ｍｍ 14.2ｍｍ 13.8ｍｍ 13.8ｍｍ

パッケージ １箱３０枚 １箱３０枚 １箱３０枚 １箱１０枚/３０枚 １箱１０枚 １箱３０枚

※1：-3.00Dの場合

*ﾌﾞﾙｰ/ｸﾞﾚｰは±0のみ*

グループ分類
グループⅠ

(非イオン性低含水レンズ)
グループⅠ

(非イオン性低含水レンズ)
グループⅠ

(非イオン性低含水レンズ)
グループⅣ

(イオン性高含水レンズ)
グループII

（非イオン性高含水レンズ）
グループII

（非イオン性高含水レンズ）

ディスポーザブルレンズ製品比較

１日使い捨てタイプ（カラー）（４）
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タイプ

メーカー ｼﾞｮﾝｿﾝ＆ｼﾞｮﾝｿﾝ ﾛｰﾄ ﾒﾆｺﾝ

商品名 1DAYｱｷｭﾋﾞｭｰ ﾃﾞｨﾌｧｲﾝ ﾓｲｽﾄ 1DAYﾌﾚｯｼｭﾋﾞｭｰｶﾗｰ 1DAY FRUTTIE
フルッティ-

素材 ２－ＨＥＭＡ ＨＥＭＡ ２－ＨＥＭＡ

含水率 58％ 55% 58％

ＤＫ値 28 19.7 19.73

ＤＫ/L値 33.3 24.6 121

中心厚 ※1 0.084ｍｍ 0.08ｍｍ 0.08ｍｍ

球面/非球面

UVカット 〇 〇 〇

製作範囲 B.C : 8.5　　　　　環状着色 B.C : 8.6 B.C : 8.7 

 Ｐ : -0.50～-6.00  Ｐ : -0.50～-6.00  Ｐ : -0.25～-6.00

        (0.25ｽﾃｯﾌﾟ)         (0.25ｽﾃｯﾌﾟ)       (0.25ｽﾃｯﾌﾟ)

      -6.00～-9.00       -6.00～-8.00       -6.00～-10.00

        (0.50ｽﾃｯﾌﾟ)         (0.50ｽﾃｯﾌﾟ)       (0.50ｽﾃｯﾌﾟ)

      ±0.00,+0.50,+1.00       ±0.00       ±0.00

直径 14.2ｍｍ 14.3ｍｍ 14.2ｍｍ

パッケージ １箱３０枚 １箱３０枚 1箱３０枚

※1：-3.00Dの場合

ディスポーザブルレンズ製品比較

カラー

ｱｸｾﾝﾄｽﾀｲﾙ:ﾌﾞﾗｯｸ
ｳﾞｨｳﾞｨｯﾄﾞｽﾀｲﾙ:ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ
ﾅﾁｭﾗﾙｼｬｲﾝ:ﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ･ﾗｲﾄﾌﾞﾗｳﾝ
ﾗﾃﾞｨｱﾝﾄﾌﾞﾗｲﾄ:ﾃﾞｨｰﾌﾟﾌﾞﾗｳﾝ･ﾗｲﾄｱﾝﾊﾞｰ･
　　　　　　　　 ﾙｰｾﾝﾄﾓｶ
ﾗﾃﾞｨｱﾝﾄﾁｬｰﾑ:ﾙｰｾﾝﾄﾌﾞﾗｯｸ･ﾗｲﾄｸﾞﾚｰ･ﾘｯﾁﾊ
ﾆｰ
ﾗﾃﾞｨｱﾝﾄｽｳｨｰﾄ:ｴｽﾌﾟﾚｯｿ・ﾌﾞﾗｳﾝ・ｲｴﾛｰｺﾞｰﾙ
ﾄﾞ
ﾗﾃﾞｨｱﾝﾄｼｯｸ：ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ・ﾗｲﾄｺﾞｰﾙﾄﾞ・ﾌﾞﾛﾝｽﾞ

１日使い捨てタイプ（カラー）（５）

環状着色
ﾗﾘﾏｰﾌﾞﾙｰ

ﾍｰｾﾞﾙｵﾊﾟｰﾙ
ｸﾘｽﾀﾙｸﾞﾚｰ

３色

環状着色
ｽｳｨｰﾄﾍﾞﾘｰ
ﾌﾞﾗｲﾄｵﾚﾝｼﾞ
ｸﾞﾛｯｼｰﾁｪﾘｰ

３色

グループ分類
グループⅣ

(イオン性高含水レンズ)
グループⅣ

(イオン性高含水レンズ)
グループⅣ

(イオン性高含水レンズ)

期間限定ﾊﾟｯｹｰｼﾞにて１０枚入があります
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タイプ

メーカー エスパル エスパル エスパル

商品名 1DAYｷｬﾗｱｲ 1DAYｷｬﾗｱｲ ﾅﾁｭﾗﾙﾌﾟﾗｽ 1DAYｷｬﾗｱｲ UVﾓｲｽﾄ

素材 ＨＥＭＡ ＨＥＭＡ ＨＥＭＡ

含水率 38.6% 42.5% 42.5%

ＤＫ値 9.5

ＤＫ/L値 11.9 13.7

中心厚 ※1 0.08mm 0.08mm 0.08mm

球面/非球面 非球面 非球面 非球面

UVカット × 〇 〇

製作範囲 B.C : 8.6 B.C : 8.6 B.C : 8.6

 Ｐ : -0.50～-5.00  Ｐ : -0.50～-5.00  Ｐ : -0.50～-5.00

        (0.25ｽﾃｯﾌﾟ)         (0.25ｽﾃｯﾌﾟ)         (0.25ｽﾃｯﾌﾟ)

      -5.00～-8.00       -5.00～-8.00       -5.00～-8.00

        (0.50ｽﾃｯﾌﾟ)         (0.50ｽﾃｯﾌﾟ)         (0.50ｽﾃｯﾌﾟ)

      ±0.00       ±0.00       ±0.00

直径 14.2ｍｍ 14.0ｍｍ 14.2ｍｍ

パッケージ 1箱５枚／３０枚 1箱５枚/２０枚/３０枚 1箱５枚／３０枚

※1：-3.00Dの場合

グループⅠ
(非イオン性低含水レンズ)

グループⅠ
(非イオン性低含水レンズ)

ディスポーザブルレンズ製品比較

１日使い捨てタイプ（カラー）（６）

カラー

環状着色
ヴィヴィットブラウン

ヴィヴィットグレー
プラチナヘーゼル

　3色

環状着色
ラッセルブラウン

メルティーフレッシュ
メルティーブラック

　3色

環状着色
ヴィヴィットブラウン
ヴィヴィットグレー
ブラウンブルーム
シアーブルーム

　4色

グループ分類
グループⅠ

(非イオン性低含水レンズ)
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タイプ

メーカー ｱｲﾚ ｱｲﾚ ｼｰﾄﾞ ｱｲﾚ

商品名 ﾜﾝﾃﾞｰｱｲﾚ ﾘｱﾙ UV ﾄｰﾘｯｸ ﾈｵｻｲﾄﾜﾝﾃﾞｰｼｴﾙUV ﾄｰﾘｯｸ ｱｲｺﾌﾚ1dayUV-M　ﾄｰﾘｯｸ ﾈｵｻｲﾄ1DAY ｽﾏｰﾄﾌｫｰｶｽ ﾘﾝｸﾞUV

素材 ＨＥＭＡ ＨＥＭＡ ２－ＨＥＭＡ ＨＥＭＡ

含水率 42.5% 42.5% 38.0% 58％

ＤＫ値 11 11 12 28

ＤＫ/L値 13.6

中心厚 ※1 0.08ｍｍ 0.08ｍｍ 0.06ｍｍ 0.07ｍｍ

球面/非球面 非球面 非球面 球面 球面

UVカット 〇 〇 〇 〇

製作範囲 B.C ： 8.6 B.C ： 8.6 B.C ： 8.6 B.C ： 8.8

 P  ： -0.50～-6.00  P  ： -0.50～-6.00  P  ： -0.25～-6.00  P  ： +1.00～-7.00

         (0.25ｽﾃｯﾌﾟ)          (0.25ｽﾃｯﾌﾟ)          (0.25ｽﾃｯﾌﾟ)          (0.25ｽﾃｯﾌﾟ)

       -6.00～-8.00         -6.00～-8.00        -6.00～-8.00

         (0.50ｽﾃｯﾌﾟ)          (0.50ｽﾃｯﾌﾟ)          (0.50ｽﾃｯﾌﾟ)

        ±0.00     　  ±0.00         ±0.00

 C  : ﾌﾞﾗｳﾝ -0.75/-1.25  C  :  -0.75  C  :  -0.75 /-1.25 ADD : ﾌﾞﾗｯｸ MAX +1.00のみ

　　　ﾌﾞﾗｯｸ -0.75 A X :  180° A X :  180° 　　ﾌﾞﾗｳﾝ MAX +1.00/+2.00

A X : 180° 

直径 14.2ｍｍ 14.2ｍｍ 14.2ｍｍ 14.2ｍｍ

パッケージ 1箱３０枚 1箱１０枚/３０枚 1箱１０枚/３０枚 1箱３０枚

※1：-3.00Dの場合

グループⅠ
(非イオン性低含水レンズ)

グループⅠ
(非イオン性低含水レンズ)

グループⅣ
(イオン性高含水レンズ)

ディスポーザブルレンズ製品比較

カラー
環状着色

ブラウン/ブラック
2色

１日使い捨てタイプ（遠近両用タイプ・カラー）

環状着色
シエルブラウン
シエルグリーン

2色

環状着色
ブラウン/ブラック

2色

環状着色
リッチメイク

１日使い捨てタイプ（トーリック・カラー）

グループ分類
グループⅠ

(非イオン性低含水レンズ)
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