
 

2021 年 4 月 5 日 

“きちんと見え”と“快適な掛け心地”を叶える 

「在宅勤務」「オンライン会議」に最適なメガネ 新発売 

宇宙船にも使用される特殊素材で、最軽量 10gの軽さと柔軟性を実現 

見た目はメタルフレーム、なのにツルがグニャッと曲がっても壊れない 

全国 106 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、見た目は高級感あるメタルフレームながら、宇宙船の部品にも使用される特殊樹脂素

材を使い、軽量性と柔軟性を実現した機能性メガネ「TAFLEX β（タフレックス ベータ）」の新商品を、

2021 年 4 月 7 日（水）から全店で発売します。 

大人の女性向け 2 型と男性向け 3 型のフレームを展開。価格は薄型レンズ代込みで、税込 18,900

円です。 

新商品は、「家でリラックスできる掛け心地の良さ」と「仕事モードで“きちんと見え”」の双方を叶えま

す。コロナ禍で増える「在宅勤務」「オンライン会議」に最適なメガネとして提案します。 

商品には、宇宙船や航空機の部品にも使われる、“超軽量”で、弾力性、耐久性、耐熱性に優れた特

殊樹脂「ウルテム※」を、フレームのツルとフロント（前枠部分）に採用。最軽量モデルのフレームはわず

か 10g（レンズを除いた重さ）で、1 円玉 10 枚分の軽さです。また、ツルをグニャっと曲げても壊れにく

く、元に戻りやすい“驚きの柔軟性”で、鼻と耳への負担を軽減。長時間掛けても疲れづらい、ストレスフ

リーな掛け心地です。               ※ULTEM(ウルテム)*：SABIC Innovative Plastics IP BV の商標 

またフレームの表面には、金属を蒸発させて付着させる「蒸着加工」を施すことで、まるでメタルフレー

ムのような高級感のある質感に仕上げました。カジュアルに見えがちな樹脂素材のフレームを、知的で

シャープな印象に。オンオフどちらもラフすぎず“きちんと見え”したい大人におすすめです。 

 

 

 

 

 

 

累計販売 15万本超のヒット商品から、高級感あるメタリックな新フレーム登場！ 

「タフレックス ベータ」は、特殊樹脂素材「ウルテム」を使用し、「かるい、強い、やわらかいメガネ」をコ

ンセプトにした、当社オリジナル商品「TAFLEX（タフレックス）」の最軽量シリーズです。「タフレックス」

は、2011 年 6 月の発売以来、累計 15.3 万本を販売するなどヒットしています。 

今回、機能性はそのままに、高級感のあるメタリックな質感のフレームを新発売します。 

報道資料 

金属素材のフレームと勘違いしそうな見た目、予想以上の軽さと、
曲げても元に戻るしなやかさ、丈夫さに驚くこと間違いナシ 

特殊樹脂素材でできた“超高機能メガネフレーム” 

高級感のある質感と知的な印象、女性用（左）と男性用（右） 



 

【女性用】フロントとツルで異なる素材感、トレンドの「コンビネーションモデル」 

女性用の「コンビネーションモデル」は、オンオフ問わず活躍するデザイン性にもこだわっています。

フレームのベースには特殊樹脂素材「ウルテム」を使い、ツルには蒸着加工を施しました。2 種類の違っ

た素材を組み合わせる、いまトレンドの「コンビネーションフレーム」のように仕上げたフレームです。ワン

ランク上のオシャレを楽しめるとともに、クラシカルな大人の雰囲気を演出します。 

フレームは、クラシックタイプの定番「ウェリントン」と丸みのある「スクエア」の 2 型で、色はフロントとツ

ルでカラーリングの異なる各型 3 種、合計 6 バリエーションを用意。フロントは、お肌のトーンアップが期

待できる淡いピンクや、肌なじみの良いカーキ、落ち着いた印象のダークブラウン等を揃えます。いず

れの色もゴールドメタルに仕上げたツルの部分とマッチし、上品な印象です。 

 

 

 

 

 

 

【男性用】メタリック仕上げとスタイリッシュなフォルムで知的な印象に 

男性用は、定番の「スクエア」を 2 型、天地幅（レンズの高さ）が広くクラシックな「ウェリントン」1 型の計

3 型。いずれもスタイリッシュなフォルムで、知的な印象を与えるため、ビジネスシーンに最適です。 

メタリックな見た目にも関わらず、驚きの軽さと柔らかさが特長です。ご自宅でのお仕事中も、きちんと

した印象を作りながら、一日中ノンストレスな掛け心地を実現します。 

カラーは計 5 バリエーションで、女性用と同じく

フロントとツルでカラーリングの異なる“コンビネー

ション仕上げ”などを展開します。 

爽やかなブルー（フロント）とガンメタル（ツル）

や、重厚感のあるガンメタルシャーリング（フロン

ト）とクールさを演出するブラック（ツル）といった組

み合わせをラインアップします。 

また、ツルとフロント全体に蒸着加工を施した“フルメタリック”のフレームもご用意しています。 

フレームがゆがんだり、広がったりしにくいので、形をしっかりキープ！ 

本商品は、フレームが衝撃を受けても元の形に戻りやすい、しなやかな弾力性と柔らかさが特長です。 

フレームがゆがんだり、広がったりしにくいた

め、掛け心地をキープでき、より長くお使いいただ

けます。頻繁な掛け外し、片手での掛け外しによ

り、ツルが広がってしまったり、メガネを掛けたまま

寝落ちしてフレームがゆがんでしまうなど、メガネ

ユーザーによくある “メガネのトラブル”と“掛け心

地の悪さ”を解決します。 

クラシックフレームの定番「ウェリントン」（左）と、どなたにも似合いやすい丸みのある「スクエア」（右）の 2 型展開 
人気の「コンビネーションフレーム」に見える仕上がりで、ワンランク上のオシャレを♪ 

スマートな印象に見せられるので、 
「オンライン会議」等のビジネスシーンに最適 

※注意：当社では片手での掛け外しは推奨していません 



 

「TAFLEXβ（タフレックス ベータ）」 新商品概要 

商品名 TAFLEXβ（タフレックス ベータ） 発売日 2021 年 4 月 7 日（水） 

税込価格 18,900 円 ※薄型 1.60 非球面レンズ（歪みの少ない薄型レンズ）付き 

 ※遠近両用レンズの場合は、税込プラス 6,000 円～（レンズの種類により異なる） 

 ※単焦点レンズのランクアップは、税込プラス 3,500 円～ 

販売店 ビジョンメガネ全店（全国 106 店舗） ／ 2021 年 3 月時点 

商品内容 メガネフレーム（レンズ付き） 男性・女性用 

フレーム重さ 10～12g ※レンズを除いた重さ、品番によって異なります 

女性用 コンビネーションモデル（全 2 型） 

品番 EC-1064 EC-1067 

サイズ 51□16-140(↕29.0) 52□17-140(↕37.0) 

 左から「レンズ横幅」「ブリッジ幅」「テンプル（つる）の長さ」「天地幅」（単位は全て mm） 

フロント素材 ウルテム  ウルテム  

テンプル素材 ウルテム/メタリック仕上 (蒸着 ) ウルテム/メタリック仕上 (蒸着 ) 

色（フロント

／テンプル） 

3 種（ピンク/ゴールド、ライトブラウン

/ゴールド、ブルー/ゴールド） 

3 種（ピンク/ゴールド、ダークブラウンデミ/ゴ

ールド、カーキ/ゴールド）  

フレーム特長 丸みのあるスクエアタイプ クラシックタイプの定番、ウェリントンタイプ 

男性用 メタリックモデル（全 3 型） 

品番 EC-1031 EC-1032 EC-1070 

サイズ 54□15-140(↕31.5) 54□17-140(↕34.8) 54□16-140(↕34.6) 

 左から「レンズ横幅」「ブリッジ幅」「テンプル（つる）の長さ」「天地幅」（単位は全て mm） 

フロント素材 ウルテム/メタリック仕上(蒸着) ウルテム /メタリック仕上 (蒸着 ) ウルテム（ウルテム /メ  

テンプル素材 ウルテム/メタリック仕上(蒸着) ウルテム  タリック仕上 (蒸着 )）  

色（フロント

／テンプル） 

1 種（ガンメタルマット/ガンメ

タル） 

1 種（ガンメタルシャーリン

グ/ブラック）  

3 種（ブラック※蒸着なし、ブ

ルー/ガンメタル、ガンメタル

/ブラック）  

フレーム特長 スクエアタイプ。ツルとフロン

ト全体を“フルメタリック”に 

天地幅広めのスクエアタ

イプ 

オシャレで、カッチリとした印

象も作れるウェリントン 

商品 HP 「TAFLEXβ」ブランドページ : https://www.vision-megane.co.jp/taflex/ 
※2021 年 4 月 7 日（水）AM10:00 公開 

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 従業員数 415 人（2020 年 12 月末） 
資本金 5,000 万円 
事業内容 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: 角田（つのだ）、勝又、福本 

Tel.03-6452-5220  Mail: visionmegane-pr@cloverpr.net 
070-2834-3177（角田） ／ 070-4306-3879（勝又） 

https://www.vision-megane.co.jp/taflex/
mailto:visionmegane-pr@cloverpr.net

