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報道資料

抗菌作用のある特殊コーティングで菌の増殖を抑える「抗菌メガネレンズ」
マスク着用時の「曇り止め」など５つの機能も！全国 105 店で販売開始
他店で購入したフレームのレンズ入れ替えにも対応
全国 105 店の眼鏡専門店を運営する（株）ビジョンメガネ（大阪市西区南堀江 3、日高崇介 代表取
締役 CEO）は、「抗菌」「曇り止め」の性能を持つ高機能メガネレンズを、2021 年 4 月 29 日（木）から全
店で販売開始します。コロナ禍でメガネに付着する菌が気になる方、またマスク着用でレンズが曇ること
に悩んでいる方に最適な“特殊コーティング”のレンズです。
当社店舗で扱う対象メーカーのレンズに加工ができ、料金
はプラス税込 3,500 円（※要別途レンズ代金）です。また店頭にご
持参いただいたメガネのレンズ入れ替えも可能です（2 枚 1
組、同 15,000 円～）。フレームの形状、大きさを問わず、他
店で購入されたものにも対応します。
今回販売するのは、（株）ニコン・エシロールが独自開発し
たレンズ「デュアルセーフビュー」です。抗菌作用を有する特
殊な素材を使ったコーティングと界面活性剤を組み合わせる
ことで、レンズ表面に付着した菌の増殖を抑えることが期待で
きます。「抗菌」の効果で、メガネを常に清潔に保てます。

レンズ表面に「抗菌」「曇り止め」の機能を持つ
特殊なコーティングを施すことで、
清潔な目元と、クリアな視界を常にキープ︕
※画像はイメージです。

また「デュアルセーフビュー」コートは、付着した水分の表面張力を下げる界面活性剤の作用でレン
ズの結露を防ぎます。レンズが曇りづらくなり、マスク着用時にもクリアな視界をキープします。
コーティング後も色味が一切変わらないクリアレンズで、視界も見た目も自然な仕上がりです。
当社は、Ag＋（銀イオン）成分を含む抗菌レンズコート（HOLT ジャパン（株）製）を、4 月中旬から全
国の店舗で販売しています。今回の「デュアルセーフビュー」と合わせ、当社で扱う半数以上のレンズに
抗菌加工の対応が可能となります。

耐傷性・紫外線カットなどの 5 つの機能 ＆ 抗菌効果長持ちさせる専用クロス付き
（株）ニコン・エシロールの「デュアルセーフビュー」は、「抗菌」「曇り止め」に加え、「耐傷性」「紫外線
カット」「反射防止」の 5 つの機能を兼ね備えています。また、「抗菌」「曇り止め」の機能をより長く維持さ
せるため、界面活性剤を配合したお手入れ専用クロスを付属して販売します。
コロナの影響で高まる「目のケア意識」、当社も目を守るための「機能性レンズ」を推奨
新型コロナウイルスの感染拡大が長引くなか、目の“ケア意識”が高まっています。例えば、デジタル
デバイスとの接触時間が増加していることを受け、眼鏡店チェーン各社のブルーライトカット関連商品が
いま人気です。また在宅、テレワーク用のメガネを新たに購入する方も増えているといいます。
そうした背景もあり、総務省の小売物価統計によると、メガネ一式の小売単価（東京都区部）は、2020
年は約 2 万 9800 円で、前年と比べ約 2 割上昇しています。
当社でも今回導入する「抗菌」の性能を持つレンズのほか、「ブルーライトカット」「紫外線カット」といっ
た、目を守るための“機能性レンズ”のオプションを推奨しています。

抗菌・曇り止め機能を
より長く維持させることが
できるお手入れ専用の
クロスを付属
クロスは約 450 回使用可
能。1 日 1 回、専用のクロ
スでレンズを拭くことによ
り、24 時間曇り止め性能
が維持します

「メガネの除菌・洗浄サービス」無料で実施、好評で 1 年で 33 万本以上を対応
当社運営の全国 105 店では、コロナ禍でメガネの「除菌」が気になる方に向けて、メガネを分解・洗
浄した上で、除菌スプレーをする無料のサポートを 2020 年 4 月 3 日（金）から実施。約 1 年経過した
2021 年 4 月 11 日（日）の集計で、対応本数が 33 万 6000 本を突破するなど好評です。
当社は、メガネの「分解・洗浄」に、「除菌」の工程を追加した無料サポート「パーフェクトクリーニング」
を、コロナ感染が拡大し始めた、2020 年 4 月 3 日（金）から期間限定サービスとして開始。目からの飛
沫感染を気にされる方などから好評を受け、8 月 3 日（月）から通年化しました。
コロナの影響が長期化する中、サポートする本数は右肩上がりに増加しており、直近の 3 月、4 月は
全国の店舗で毎週約 8000 本の対応を行っています。
無料の除菌サービスはまず、お
客様のメガネの全てのネジを外し、
分解してから、付着した汚れを、超
音波洗浄機で洗い流します。
その後、除菌効果のある「次亜塩
素酸水（弱酸性）」のスプレーを全
体に噴霧し、レンズのコートを守るク
リーナーを塗って拭き上げた後、曇
り止めを塗布します。
本サポートは、他店で購入された
メガネにも対応するなど、柔軟な体

お客様から、「こんな時だからこそ、やってもらえると嬉しい」
「家ではここまできれいにならないので助かる」といった声をいただく等好評

制を整えています。
所要時間は 1 本 30 分程度です。

メガネを分解・洗浄（写真右）した上で、除菌スプレー（写真左）︕

「デュアルセーフビュー」（(株)ニコン・エシロール製） 販売概要
商品名
レンズコート
オプション
料金
レンズ
入れ替え料金

デュアルセーフビュー

販売開始日

2021 年 4 月 29 日（木）

レンズ代金 プラス 3,500 円（税込）、2 枚 1 組
※（株）ニコン・エシロール製の対象レンズに、オプションでコーティングが可能です。
※累進レンズ（遠近・中近・近近両用）や単焦点（遠く用、近く用）レンズにも対応します。
2 枚 1 組、15,000 円～（税込） （店頭にご持参いただいたメガネのレンズ入れ替えに対応
します）

※フレームの形状、素材、状態等によって、対応できない場合がございます。

販売店舗

ビジョンメガネ全店 （全国 15 都府県、105 店舗） ※2021 年 4 月末時点

（）内は

＜関東＞ 群馬（3）／埼玉（2）／千葉（1）／東京（9）／神奈川（8）

店舗数

＜東海＞ 静岡（4）／愛知（4）／三重（1）
＜関西＞ 滋賀（4）／京都（13）／大阪（20）／奈良（4）／和歌山（3）／兵庫（17）
＜九州＞ 福岡（12）

商品特長
5 つの機能

【1】抗菌…抗菌作用を有する特殊な素材を使ったコーティングと界面活性剤を組み合わせ
ることで、レンズ表面に付着した菌（サルモネラ菌、黄色ブドウ球菌、大腸菌など
菌類）の増殖を抑制します。

※国際基準の ISO 22166 基準をクリア

【2】曇り止め…付着した水分の表面張力を下げる界面活性剤の作用で、レンズの結露を防
ぐため、マスク着用時のレンズの曇りを防止できます。
【3】耐傷性…傷に強く、綺麗で見やすいレンズを長くご利用いただけます。
【4】紫外線…正面からの紫外線を 100%カット、さらに一般的な UV カットレンズでも防げな
い、レンズ裏面に反射する紫外線を 95%カットします。
【5】反射防止…不自然なギラつきを抑制して、クリアな視界を保ちます。
ご自宅での
お手入れ
方法

・1 日ごとに、専用のスマートクロス（無料で付属）を使用して、レンズをクリーニングします
※クロスは約 450 回使用可能。ご使用後は付属のチャック袋に入れ、しっかり密封して保管して下さ
い。また曇り止め物質が洗い流され、効果が発揮されなくなりますので水洗いはお避け下さい。
※クロスには、界面活性剤（部分フッ素化エタノール置換グリコール）が含まれています。使用後は手を
洗って下さい。皮膚や呼吸器に異常を感じた場合は、ただちに使用を中止し、医師へご連絡下さい。

・1 週間ごとに、レンズを水洗いし、通常のメガネクロスやティッシュで水気を拭き取ったあと、
専用のクロスで拭きます。
・3 カ月を目安に、店頭で専用クロスを新しいものに交換していただけます（有料）。
・レンズの出来上がりには、約 1 週間～10 日ほどお時間を頂戴しています。

備考

・カラーレンズ、ブルーライトカットレンズなど、他の機能性レンズのオプションとの組み合わせ
はお受けできません。
・ご使用状況や経年経過により、効果が弱くなる場合がございます。
・お選びいただくレンズの種類と度数によってレンズに厚みが出ます
問 合 せ先

電話番号（代表）：06-6556-9450
受付時間：10:00〜17:00（土日祝日・年末年始を除く）

会社概要
所在地

〒550-0015 大阪府大阪市西区南堀江 3 丁目 14-12 イイダ 2 ビル 9 階

代表者

代表取締役 CEO 日高崇介

資本金

5,000 万円

事業内容

従業員数

415 人（2020 年 12 月末）

メガネ・コンタクトレンズ・補聴器及びその関連商品を取り扱う小売専門店チェーン

――――― 報道各位からの問合せ先 ―――――
「ビジョンメガネ」広報事務局（（株）Clover PR 内） 担当: 勝又、角田（つのだ）、福本
Tel.03-6452-5220

Mail: visionmegane-pr@cloverpr.net

070-4306-3879（勝又） ／ 070-2834-3177（角田）

