
かさいコンタクト 商品一覧（ソフトレンズ） （全て税込価格） 
 

シリコンハイドロゲル素材・・・従来のＣＬ素材より酸素をよく通します。 

DK/L(DK/T)値・・・酸素透過率のこと。メーカーによってレンズの厚みや規格が違うため、他社との比較はあまり意味がありません。 

ハイパージェル素材・・・バイオ・インスピレーション（生体模倣技術）から生まれた次世代素材です。 

非イオン性素材・・・汚れを寄せ付けにくい素材です 

ＵＶカットの商品に、サングラスのような効果はありません。 

２０１９，１０月改定 

２週間交換 １日交換 

ジョンソン＆ 

ジョンソン 
ボシュロム ジョンソン＆ジョンソン ボシュロム 

2week Acuvue  

オアシス 
アクアロックス 

１day Acuvue 

モイスト 
１day Acuvue 

トゥルーアイ 
１day Acuvue 

オアシス 
バイオトゥルー 

ワンデー 

１箱６枚入り（片目３ヶ月分） １箱３０枚入り(片目１ヶ月分) 
￥３,２００ 

○学３,０４０ 

￥２,８５０ 

○学２,７１０ 

￥３,３００ 

○学３,１４０ 

￥３,３００ 

○学３,１４０ 

￥３,５００ 

○学３,３３０ 

￥３,０００ 

○学２,８５０ 

片眼年間 \12,800 

○学年間  \12,160 

片眼年間 \11,400 

○学年間  \10,840 

片眼年間 \39,600 

○学年間  \37,680 

片眼年間 \39,600 

○学年間  \37,680 

片眼年間 \42,000 

○学年間  \39,960 

片眼年間 \36,000 

○学年間  \34,200 
シリコンハイドロゲル素材 

(DK/L 147) 

うるおい成分 UP 

ＵＶカット 

シリコンハイドロゲル素材 

(DK/T 163) 
うるおい成分配合 

(DK/L 33.3) 

ＵＶカット 

シリコンハイドロゲル素材 

(DK/L 118) 

ＵＶカット 

シリコンハイドロゲル素材 

(DK/L 121) 

ＵＶカット 
疲れにくい最新ﾚﾝｽﾞ 

非イオン性素材 

含水率 78％ 
花粉付着しにくい 

ＵＶカット 

即日渡しＯＫ 即日渡しＯＫ 即日渡しＯＫ 即日渡しＯＫ 要注文 即日渡しＯＫ 

BC：8.3、8.4、8.8 

 

BC：8.5 

 

BC:9.0(+ﾚﾝｽﾞ有) 

8.5 

BC:9.0(+ﾚﾝｽﾞ有) 

   8.5 

BC:9.0(+ﾚﾝｽﾞ有) 

   8.5 

BC：8.6 

+0.50～+5.00D 

(0.25 ステップ) 

-0.50～-6.00D 

(0.25 ステップ) 

-6.50～-12.00D 

(0.50 ステップ) 

-0.25～-6.00D 

(0.25 ステップ) 

-6.50～-12.00D 

(0.50 ステップ) 

+0.25～+3.00D 

(0.25 ステップ) 

９０枚入り 

￥９,１００ 

○学なし 
2箱から送料無料 

９０枚入り 

￥９,１００ 

○学なし 
2箱から送料無料 

９０枚入り 

￥９,８００ 

○学なし 
2箱から送料無料 

９０枚入り 

￥７,９００ 

○学なし 
送料無料 



かさいコンタクト 商品一覧（特殊ソフトレンズ） （全て税込価格） 
 

乱  視  用 カラーレンズ 

２週間交換 １日交換 ２週間交換 １日交換 
２week Acuvue 

オアシス 

トーリック 

バイオフィニティ 

トーリック 

１day Acuvue 

モイスト 

トーリック 

バイオトゥルー 

ワンデー 

トーリック 

２week Acuvue 

ディファイン 

１day Acuvue 

ディファイン 

モイスト 

１箱６枚入り（片目３ヶ月分） 
１箱３０枚入り 

(片目１ヶ月分) 

１箱３０枚入り 

(片目１ヶ月分) 

1箱６枚入り 

（片目３ヶ月分） 

１箱３０枚入り 

(片目１ヶ月分) 

￥３,４００ 

○学３,２３０ 

￥２,９００ 

○学２,７６０ 

￥３,４００ 

○学３,２３０ 

￥３,０００ 

○学２,８５０ 

￥３,５００ 

○学３,３３０ 

￥３,４００ 

○学３,２３０ 

片眼年間 \13,600 

○学年間   \12,920 

片眼年間 \11,600 

○学年間   \11,040 

片眼年間 \40,800 

○学年間   \38,760 

片眼年間 \36,000 

○学年間  \34,200 

片眼年間 \14,000 

○学年間   \13,320 

片眼年間 \40,800 

○学年間   \38,760 

シリコンハイドロゲル

素材 

(DK/L 129) 

ＵＶカット 

ナチュラルウエッタブル

シリコンハイドロゲル素

材 

汚れにくく潤う 

シリコンハイドロゲル

素材 

(DK/L 31.1) 

ハイパージェル素材 
含水率 78％ 

ＵＶカット 

瞳くっきり ＵＶカット 
★ヴィヴィッド 

(DK/L 33.3) 

※即日渡しＯＫ 

瞳くっきり ＵＶカット 
★ナチュラルシャイン 

★ヴィヴィッド 

★アクセント 

★ラディアントブライト 

★ラディアントチャーム 

★ラディアントスウィート 

★ラディアントシック 

±0.00～-6.00D(0.25) 

-6.50～-9.00D(0.50) 
＊製作範囲の詳細は別紙 

+5.00～-6.00D(0.25) 

-6.50～-10.0D(0.50) 
＊製作範囲の詳細は別紙 

±0.00～-6.00D(0.25) 

-6.50～-9.00D(0.50) 
＊製作範囲の詳細は別紙 

   

BC：8.6 BC：8.7 BC：8.5 BC：8.4 BC：8.3 BC：8.5 

C-0.75,-1.25,-1.75, 

-2.25 

C-0.75,-1.25,-1.75, 

-2.25 

C-0.75,-1.25,-1.75, 

-2.25 

 ±0.00～-6.00D(0.25) 

-6.50～-9.00D(0.50) 

+0.50D,+1.00D 

-0.50～-6.00D(0.25) 

-6.50～-9.00D(0.50) 

+0.50D,+1.00D 

180,170,160,120,90,60, 

20,10 

180,170,160,90,20,10 180,170,160,120,90,60, 

20,10 

   

２week Acuvue ディファイン以外は全て注文が必要です。（即日お渡し不可。） 

リピーターの方は受診前に電話での注文をおすすめします。乱視用はサンプルのレンズも注文になる場合があります。 

２０１９，１０月改定 



かさいコンタクト 商品一覧（特殊ソフトレンズ） （全て税込価格） 
 

アルコン アルコン（遠近両用） 
ジョンソン＆ジョンソン 

（遠近両用） 

１ヶ月交換 ２週間交換 １日交換 

エアオプティクス 

ＥＸアクア 
エアオプティクスアクア 

遠近両用 

ワンデーアキュビュー 

モイスト 

マルチフォーカル 
１箱３枚入り 

(片目３ヶ月分) 

1箱６枚入り 

(片目３ヶ月分) 

1箱３０枚入り 

(片目１ヶ月分) 

￥３,２００ 

○学３,０４０ 

￥３,８００ 

○学３,６１０ 

￥３,５００ 

○学３,３３０ 

片眼年間 \12,800 

○学年間   \12,160 

片眼年間 \15,200 

○学年間   \14,440 

片眼年間 \42,000 

○学年間   \39,960 
シリコンハイドロゲル素材 

(DK/L 175) 
汚れのつきにくいプラズマコーティング 

最大１ヶ月間の連続装用が可能 

シリコンハイドロゲル素材 
含水率：33％ 

ポリビニルピロリドン素材 

(DK/L 28.0) 含水率：58％ 
ＵＶカット  

独自のレンズ保湿テクノロジー 

+0.25～+5.00D (0.25ステップ) 

-0.25～-8.00D (0.25ステップ) 

-8.00～-10.00D(0.50ステップ) 

+0.25～+5.00D (0.25ステップ) 

±0.00～-10.00D(0.25ステップ) 

±0.00～+5.00D (0.25ステップ) 

-0.25～-9.00D (0.25ステップ) 

BC：8.4、8.6 BC：8.6 BC：8.4 

加入度数： 

LO(+1.0D)、MED(+2.0D)、HI(+2.5D) 

加入度数： 

Low (+0.75D～+1.25D) 

Mid (+1.50D～+1.75D) 

High(+2.00D～+2.50D) 

全て注文が必要です。（即日お渡し不可。） 

リピーターの方は受診前に電話での注文をおすすめします。 

遠近両用はサンプルのレンズも注文になる場合があります。 
※ポリビニルアルコール素材、ポリビニルピロリドン素材・・・親水性が非常に強い素材 
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かさいコンタクト 商品一覧（ハードレンズ） （全て税込価格） 
 

２０１９，１０月改定 

サンコンタクト 

マイルドⅡ マイルドＵＶ マイルドエピ 
マイルド i 

アシストタイプ 

茶色 
ＤＫ値 12.1 

デキストラン(植物性素材) 

ポロメチルメタクリレート 

青色 
ＤＫ値 59.7 

シリコン 

紫色  
デキストラン(植物性素材) 

合成高分子 

水色 
ＤＫ値 59.7 

シリコン 

１枚 ￥12,850         

○学￥12,250 

１枚 ￥15,300  

  ○学￥13,800 

１枚 ￥20,400  

  ○学￥19,400 

１枚 ￥17,350 

  ○学￥16,350 

  

２枚＋ケア用品 ￥18,400        

○学￥17,350 

２枚＋ケア用品 ￥25,500        

○学￥23,000 
(遠視は\27,600) 

２枚＋ケア用品 ￥40,800 
○学￥38,800 

 

２枚＋ケア用品 ￥34,700 
○学￥32,650 

 

＊加工性に富む 

＊左にＳの刻印あり 

 

＊ＵＶカット 

＊レンズの周囲が薄く装用感が良い 
＊角膜に優しく耐久性に優れている 

＊強度遠視に対応 
＊柔らかくて薄い 

＊デスクワークで目が疲れる方向け 

＊遠近両用ではない 

＊BC 600～950 

＊-30D～+10D 

＊7.0～11.0 

 ＊BC 600～900 

＊-30D～+50D 

＊7.0～11.0 

＊ﾊｲﾊﾟﾜｰ追加料無し 

＊BC 700～850 

＊-20D～+5D 

＊8.8、9.0、9.2mm 

１年間保証付き  ★処方交換は１年間何回でも可 
★破損、白濁による交換は１年間何回でも可、加工料金は無料 

※ SEEDジェルクリン（アルコール入り）は、従来は研磨作業が必要であった化粧品等の脂汚れも落とせます。大手薬局で購入できます。 



 

かさいコンタクト 商品一覧（特殊ハードレンズ） （全て税込価格） 
 

円錐角膜用 遠近両用 無水晶体用 ケア用品 

サンコン サンコン 東レ(サンコン) しっとりケアマイルド 

ファーストキット 

￥3,300 

 

マイクリア 

￥1,100 

 

しっとりフィット 

￥1,190 

 

３点ケース 

￥2,650 

 

レンズ保存ケース 

￥1,100 

 

ケアマット 

￥1,100 

 

レンズトレイ 

￥1,100 

 

スポイト(ニチコン) 

￥400 

 

しっとりケアマイルド 

￥3,850 (360ml) 

 

SEEDジェルクリーン 

￥1,650 (120ml) 

（大手薬局で購入可） 

マイルドⅡ 

Ｍカーブ 

マイルド i 

バイフォーカル 
ブレスオー 

１枚 ￥30,600 

   ○学￥29,100 

１枚 ￥25,500 

   ○学￥24,250 

１枚 ￥23,000 

   ○学￥21,800 
＊幅広い調整が可能 

＊１年間保証付き 

★処方交換は１年間 

何回でも可 

★加工料金は無料 

★１年以内に紛失により 再作さ

れる場合は１回に限り￥15,900   

(ただし、保証無し) 

＊幅広い調整が可能 

＊１年間保証付き 

★処方交換は１年間 

何回でも可 

★加工料金は無料 

★DK 値 100 により、年配の方の目

にも優しい 

★他社に比べレンズが小さめで、

装着しやすい 

★普通のハードレンズとほぼ同じ

硬さ 

＊酸素透過性が高い 

＊購入４ヶ月以内１回に限り交換

可能 

 

 

＊BC 500～800 

＊-30D～+5D 

＊8.0～10.0 

＊8.8 / 9.0(標準)/ 9.2 

＊加入度数：+1.5D,+2.5D 

★いずれも、当院にはトライアルレンズが無いためメーカースタッフによる処方となり予約が必要です。 

★注文してから、商品が届くまでに１週間以上かかる事もありますので、ご了承のほどよろしくお願い致し

ます。 

２０１９，１０月改定 
 


