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レンズの素材と種類、ルーペの使用適正距離 ,ルーペの基礎知識

エッシェンバッハのレンズは生涯保証

メーカーの責任と思われる、使用が困難になるような
重大なレンズに関する不具合が生じた場合、ご愛用の
期間の長短にかかわらず、修理あるいは交換の対応を
いたします。

　エッシェンバッハ光学のレンズは、高い透明度・純度・硬度・
解像度を持ち、独自に研究開発した歪みの少ない高品質光学
樹脂（ＰＸＭⓇ）を採用しております。一部、製造上または使用
上、その優位性が認められた製品に関しては光学ガラスを採用
しております。
　エッシェンバッハ光学のレンズは厳しい品質検査を行なってお
りますが、万が一、通常使用において材料もしくは製造工程の
欠陥による不具合が生じた場合に関しては、期間を定めず、無
償修理・相当品交換等の保証を致します。

◎ 本保証は、通常使用に関してのみ適用されるものです。以下
の場合は保証の対象にはなりません。
　1.  カビの発生、高温・加熱・加重による、レンズの物理的変
形（レンズを強く擦った場合の傷、熱による変形など）やレンズ
の透明性が失われるなどの化学的変化、過失による落下など、
お客様の不適切な使用や保管に伴う不具合の場合
　2.  お客様による、当社以外での修理、改造等による不具合
　3.  事故や災害による不具合（落下・浸水等）
◎ 保証対象製品は、日本国内においてエッシェンバッハ光学
ジャパンが販売した製品に限ります。
◎ 保証対象・対象外の判断、及び相当品交換の際の交換品の
選択については、メーカー側（エッシェンバッハ光学ジャパン）
に任されるものとします。
◎ 保証の対象はレンズに関する不具合のみとします。

エッシェンバッハは、1913 年にヨーゼフ・エッシェンバッハ
がドイツ・バイエルン州ニュルンベルグ市に創設。
以来、エッシェンバッハの努力によりヨーロッパのルーペ
需要は定着し、高齢者にとって欠かすことの出来ない生
活必需品に成長したばかりでなく、今やステータスにも
なっています。
1997 年には ISO9001を取得、ISO 規準認証企業とし
てふさわしい品質の維持向上に日々 努めています。
一方、世界的企業として主要国に子会社 11 社、また
多くの代理店が世界を結び、82の国々でエッシェンバッ
ハの商品が愛用されています。

エッシェンバッハ光学の歩み

製品価格表

イージーポケット
ＬＥＤワイドライトルーペ
広視野ルーペ
ホワイトルーペ
クリスタルルーペ
ブラックルーペ
メディプランエルゴ
ハンディルーペ
スライドアウトルーペ
ペンダントルーペ
ダブルポケットルーペ
モビレント
ユニバーサルルーペ
パワーラックス
スクリボラックス
マクロラックス
メナス・ルクス
ヴィゾ・ルクス・プラス
置き型ライトルーペ　リーディングデスク
メナス・ズーム
デスクトップルーペ
バールーペ
ハンドスタンドルーペ
デスクリーダー
スタンドルーペ
ネックルーペ
マックス・シリーズ（ディテール、ディテールクリップ、ティービー）
ラボ・シリーズ（クリップ、フレーム、ヘッド）
バリオＬＥＤ
精密繰り出しルーペ
ワイドスタンドルーペ
アイルーペ
精密ドッキングスケールルーペ
リネンテスター

エアーＰＣ
シニアグラス　ラウンド
リーディングMEGANE
ＰＣ viewer（ピーシービュアー）
レディ・トゥ・リード
クリップ＆リード

※当カタログでは本体価格表記をしております。
※製品のサイズ、重さ等の数値は概算であり、実物とは異なることもあります。
※製品によっては予告なしに製造中止、仕様変更される場合がございます。ご了承ください。
※掲載しております製品価格は 2014 年 4月１日現在のものです。

ルーペ

シニアグラス

双眼鏡

単眼鏡

オペラグラス

サングラス/ブリスター商品

ロービジョン商品

セット、ディスプレイ/ 名入れ商品のご案内

04-05
06
07
08
08
09
09
10
10
11
12
12
12
13
13
13
14
14
15
16
16
16
17
17
18
18
19

20-21
22
23
24
24
25
25

26
26
27
28
29
29

30

31-32

33-34

35-37

38-39

40-42

43-44

45-47



ステラ ミルキーウェイ アストロアーツ フルール ド リュクス

4 Illuminated pocket magnifiers

1521-11S01 1521-11S02 1521-11S03 1521-Sa1
3× 

46×50∿
3× 

46×50∿
3× 

46×50∿

3× 
46×50∿

No. name ಸ⋡ Dpt. 㻌 㻌 㻌 㻌䚷ᮏయ౯᱁䚷㻌 㻌 㻶㻭㻺

1521-11S01 Stella 3 8    ￥9,700  4560264-112988

1521-11S02 Milky Way 3 8    ￥9,700  4560264-112995
1521-11S03㻌 㻭㼟㼠㼞㼛㻌㻭㼞㼠㼟㻌 㻟㻌 㻤㻌 㻌 㻌 㻌￥9,700  4560264-113008
1521-11Sa1㻌 㼒㼘㼡㼑㼞㻌㼐㼑㻌㼘㼡㼤㼑㻌 㻟㻌 㻤㻌 㻌 㻌 㻌￥30,000  4560264-113015 

ඹ㏻䝇䝨䝑䜽䚷
䖃䝺䞁䝈䝃䜲䝈㻠㻢 㽢㻡㻜㼙㼙䚷
䖃ᮏయ䝃䜲䝈㻡㻡 㽢㻤㻡 㽢ཌ䛥㻢䟚䚷
䖃㔜䛥⣙㻟㻝 䡃䚷
䖃䝺䞁䝈ᮦ㉁ 䠖㻼XM䒆ගᏛᶞ⬡䚷
䖃䝺䞁䝈✀㢮 䠖䝕䜱䝣䝷䜽䝔䜱䝤䝺䞁䝈
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䠄ከḟᅇᢡᵓ㐀㠀⌫㠃䝺䞁䝈䠅

スワロフスキー・エレメントをあしらったエレガントなルーペ

Stella Milky Way Astro Arts fluer de luxe

専用ボックス入り
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イージーポケット　－ easy pocket －
≯≨≧∏⇊⇮˄ਤ←∑∞∀

䖃 䛩䜏䛪䜏䜎䛷䜽䝸䜰䛻ᣑ䚸䜻䝈䜔䜋䛣䜚䛜䛴䛝䛻䛟䛔㧗䛔㏱ᗘ䛸㧗䛔ಸ⋡䛾ⷧᆺ䝺䞁䝈

䚷䚷䚷㻌䚷䚷䚷䜖䛜䜏䜢ྍ⬟䛺㝈䜚ᢚ䛘䛯᪂㛤Ⓨ䛂䝕䜱䝣䝷䜽䝔䜱䝤䝺䞁䝈䛃᥇⏝

䛆䝕䜱䝣䝷䜽䝔䜱䝤䝺䞁䝈䠄ከḟᅇᢡᵓ㐀㠀⌫㠃䝺䞁䝈䠅䛇䛷䜽䝸䜰䛺䠏ಸ⋡ᣑീ䜢ᐇ⌧䚹

䝺䞁䝈⾲㠃䛿≉Ṧຍᕤ䜢䛧䚸䜻䝈䛜䛝䛻䛟䛟䚸䜋䛣䜚䜢ᐤ䛫䛡䜎䛫䜣䚹

䖃㻌䝺䞁䝈䛾㛤㛢䛷⮬ືⅬⅉ䛩䜛䠨䠡䠠䝷䜲䝖䜢ᦚ㍕䛧䛯䜹䞊䝗䝃䜲䝈䛾䝹䞊䝨

䚷䜿䞊䝇䛛䜙䝺䞁䝈䜢᭱ᚋ䜎䛷ᘬ䛝ฟ䛩䛸䠨䠡䠠䝷䜲䝖䛜⮬ືⅬⅉ

ග※䛾䠨䠡䠠䛻᪂㛤Ⓨ䛾䝣䝷䝑䝖ᆺ䛂䠯䠩䠠䠉䠨䠡䠠䛃䜢᥇⏝䚹ᑠ䛥䛺䝣䝷䝑䝖䝍䜲䝥䛾㟁※䛛䜙༑ศ䛺䜛䛥䛜ᚓ䜙䜜䜎䛩䚹

㟁※䛿䝪䝍䞁ᆺ䝞䝑䝔䝸䞊䠄㻯㻾㻞㻜㻞㻡㽢㻞ಶ䠅䜢⏝䚸㐃⥆⣙㻡㛫Ⅼⅉྍ⬟䚹

䖃㻌䜟䛪䛛㻟㻝㼓

䖃㻌᪥ᖖ⏕ά䛾ᣢ䛱Ṍ䛝䛻᭱㐺䛺㻟ಸ䛸㧗ಸ⋡䛾㻠ಸ䛜䛒䜚䜎䛩

  

Illuminated pocket magnifiers

㻺㼛㻚㻌 䜹䝷䞊㻌 ಸ⋡ Dpt. 㻌 㻌 㻌 㻌䚷ᮏయ౯᱁䚷㻌 㻌 㻶㻭㻺

1521-10 䝤䝷䝑䜽 3 8    ￥7,500   4026158-927538

1521-11㻌 䝅䝹䝞䞊㻌 㻟㻌 㻤㻌 㻌 㻌 㻌￥7,500   4026158-927545

1521-10M㻌 䝤䝷䝑䜽䝬䞊䜺䝺䝑䝖㻌 㻟㻌 㻤㻌 㻌 㻌 㻌￥7,500   4560264-111264

1521-11M㻌 䝅䝹䝞䞊䝬䞊䜺䝺䝑䝖㻌 㻟㻌 㻤㻌 㻌 㻌 㻌￥7,500   4560264-111271 

1521-10BF㻌 䝤䝷䝑䜽䝞䝍䝣䝷䜲㻌 㻟㻌 㻤㻌 㻌 㻌 㻌￥7,500   4560264-112384

1521-11BF㻌 䝅䝹䝞䞊䝞䝍䝣䝷䜲㻌 㻟㻌 㻤㻌 㻌 㻌 㻌￥7,500   4560264-112391

1521-10IV㻌 䝤䝷䝑䜽䜰䜲䝡䞊㻌 㻟㻌 㻤㻌 㻌 㻌 㻌￥7,500   4560264-112643

1521-11IV㻌 䝅䝹䝞䞊䜰䜲䝡䞊㻌 㻟㻌 㻤㻌 㻌 㻌 㻌￥7,500   4560264-112650

1521-22 䝯䝍䝸䝑䜽䝤䝹䞊 4 16    ￥9,500   4048347-108108

ඹ㏻䝇䝨䝑䜽䚷

䖃䝺䞁䝈䝃䜲䝈㻠㻢 㽢㻡㻜㼙㼙䚷

䖃ᮏయ䝃䜲䝈㻡㻡 㽢㻤㻡 㽢ཌ䛥㻢䟚䚷

䖃㔜䛥⣙㻟㻝 䡃䚷

䖃䝺䞁䝈ᮦ㉁ 䠖㻼XM䒆ගᏛᶞ⬡䚷

䖃䝺䞁䝈✀㢮 䠖䝕䜱䝣䝷䜽䝔䜱䝤䝺䞁䝈
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䠄ከḟᅇᢡᵓ㐀㠀⌫㠃䝺䞁䝈䠅

⇼∏⇩⇕ 1521-10M
⇝∑⇶∞1521-11M

⇼∏⇩⇕ 1521-10BF
⇝∑⇶∞1521-11BF

⇼∏⇩⇕ 1521-10IV
⇝∑⇶∞1521-11IV

3× 
46×50∿

1521-22
4× 

46×50∿

3× 
46×50∿

3× 
46×50∿

1521-10
3× 

46×50∿
1521-11

3× 
46×50∿

ディフラクティブレンズ

３
倍

４
倍

革
ケ
ー
ス

䝢䞁䜽䚷㻺㼛㻚㻝㻡㻞㻝㻙㼑㻜㻝㻌㻶㻭㻺㻌㻠㻡㻢㻜㻞㻢㻠㻙㻝㻝㻟㻜㻟㻥

䝤䝹䞊䚷㻺㼛㻚㻝㻡㻞㻝㻙㼑㻜㻞㻌㻶㻭㻺㻌㻠㻡㻢㻜㻞㻢㻠㻙㻝㻝㻟㻜㻠㻢

䝧䞊䝆䝳䚷㻺㼛㻚㻝㻡㻞㻝㻙㼑㻜㻟㻌㻶㻭㻺㻌㻠㻡㻢㻜㻞㻢㻠㻙㻝㻝㻟㻜㻡㻟

ᮏ㠉㻌㼈㻝㻘㻥㻜㻜Casual



ᑓ⏝䜿䞊䝇

6 Hand hold magnifiers

㻺㼛㻚㻌 ಸ⋡㻌 㻰㼜㼠㻚㻌㻌 ┠䛸䝺䞁䝈䛾㐺ṇ㊥㞳㻌 䝺䞁䝈䝃䜲䝈㻌 㻌 㔜䛥㻔 㟁ụྵ䜐䠅㻌 ᮏ㝲౯᱁㻌 㻶㻭㻺

1511-2㻌 㻟㻌 㻝㻞㻌 㻞㻡㼏㼙㻌 㻢㻜㼙㼙䃥㻌 㻌 㻝㻜㻢 䡃㻌 ￥10,000  4048347-280132

1511-3 3.5 10 25cm㻌 㻡㻜 㽢㻣㻡㼙㼙㻌 㻌 㻝㻟㻜 䡃㻌 ￥11,000  4048347-280149

1511-4 4 16 18cm 㻡㻜 㽢㻣㻡㼙㼙㻌 㻌 㻝㻟㻤 䡃㻌 ￥15,200  4048347-280170

1511-41 4 16 15cm 㻢㻜㼙㼙䃥㻌 㻌 㻝㻜㻤 䡃㻌 ￥9,900  4048347-280194 

1511-5 5 20 14cm 㻡㻤㼙㼙䃥㻌 㻌 㻝㻝㻞 䡃㻌 ￥10,100  4048347-280217

1511-6 6 24 10cm 㻢㻜㼙㼙䃥㻌 㻌 㻝㻝㻠 䡃㻌 ￥10,800  4048347-418795

1511-7 7 28 6cm 㻟㻡㼙㼙䃥㻌 㻌 㻤㻢 䡃㻌 ￥8,300  4048347-280231

1511-10 10 38 4cm 㻟㻡㼙㼙䃥㻌 㻌 㻤㻢 䡃㻌 ￥8,800  4048347-280255

1511-12 12.5 50 4cm 㻟㻡㼙㼙䃥㻌 㻌 㻤㻠 䡃㻌 ￥9,900  4048347-280279

ＬＥＤワイドライトルーペ

1511-2 1511-51511-3

1511-71511-6

1511-4

1511-10

1511-41

1511-12

‾‷‶ ∏⇊⇮˄ਤ←∑∞∀

3×
60∿₥

5×
58∿₥

7×
35∿₥

6×
60∿₥

10×
35∿₥

4×
60∿₥

12.5×
35∿₥

䖃䚷㩭䜔䛛䛻ᣑ䚸 䠨䠡䠠䝷䜲䝖

䖃  ṍ䜏䛾ᑡ䛺䛔㠀⌫㠃䝺䞁䝈

䖃  䜶䝑䝅䜵䞁䝞䝑䝝⊂⮬㛤Ⓨ 㻼㼄㻹䒆ගᏛᶞ⬡䝺䞁䝈᥇⏝

䚷䚷㻌യ䛜䛝䛻䛟䛟䚸 䜛䛟ᣑ䛧䜎䛩

᩼ྶ᩿ἾὅἌ

3.5× 
50×75∿

4× 
50×75∿

䖃ඹ㏻䚷䝺䞁䝈ᮦ㉁ 䠖 㻼㼄㻹䒆ගᏛᶞ⬡䚷ᒓရ 䠖༢୕㟁ụ䠎ᮏ䚷䚷䖃㍤ᗘㄪᩚ䜻䝱䝑䝥䚷䜲䜶䝻䞊 䞉 䜸䝺䞁䝆

䈜 㻝㻡㻝㻝㻙㻠 䛿ᅇᢡ 㻗㠀⌫㠃䝺䞁䝈䚸 䝉䝷䝔䜱䝑䜽䝁䞊䝕䜱䞁䜾↓䛧
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䖃㻌㻌䝺䞁䝈䛾୧㠃䛛䜙ᣑ䛷䛝䜛䝞䜲䝁䞁䝧䝑䜽䝇䝺䞁䝈

䖃㻌㻌䜶䝑䝅䜵䞁䝞䝑䝝䛾⊂⮬㛤Ⓨ 㻼㼄㻹䒆ගᏛᶞ⬡䝺䞁䝈᥇⏝

䚷䚷䚷䚷䚷㏱ᗘ䛜㧗䛟䚸 䜛䛟ᣑ

䚷䚷䚷䚷䚷䛔䛴䜎䛷䜒㏱䚸 䛻䛤䜙䛺䛔

䚷䚷䚷䚷䚷㍍㔞䛰䛛䜙ᡭ䛜⑂䜜䛻䛟䛔

䚷䚷䚷䚷䚷䜖䛜䜏䛜ᑡ䛺䛔

䖃㻌㻌㏱䝣䝺䞊䝮䛷ど⏺䛜ᗈ䛟ྲྀ䜜䜎䛩

䖃㻌㻌䜾䝸䝑䝥䛻㧗ಸ⋡ᑠ䝺䞁䝈䠄䠑ಸ䠅

䖃㻌㻌㤳䛛䜙ୗ䛢䜙䜜䜎䛩䠄䜂䜒䠅

  

ἢỶἅὅἫἕἁἋ

䝺䞁䝈䛾୧㠃䛛䜙ᣑ䛷䛝䚸
䝇䜽䜶䜰䝍䜲䝥䛿ᶓ᭩䛝䛾ᩥ❶⦪᭩䛝䛾ᩥ❶䜒ㄞ䜏䜔䛩䛔

䚷ಸ⋡㻌 㻰㼜㼠㻚㻌㻌 䝺䞁䝈䝃䜲䝈㻌 䝺䞁䝈ᮦ㉁㻌 䝺䞁䝈✀㢮㻌 ᮏయ䝃䜲䝈㻌 㔜䛥㻌 ᮏయ౯᱁㻌 㻌 㻶㻭㻺

2642-65㻌 㻟㻌 㻣㻚㻠㻌 㻢㻡㼙㼙䃥㻌 㻣㻜㽢㻝㻣㻥㽢㻝㻞䟚㻌 ⣙ 㻡㻞䡃㻌 ￥5,100  4026158-059383

2642-80㻌 㻞㻚㻞㻡㻌 㻡㻚㻝㻌 㻤㻜㼙㼙䃥㻌 㻥㻜㽢㻞㻜㻜 㽢㻝㻢 䟚㻌 ⣙ 㻤㻜䡃㻌 ￥6,300  4026158-059390

2642-100㻌 㻞㻌 㻟㻚㻥㻌 㻝㻜㻜㼙㼙䃥㻌 㻝㻜㻤 㽢㻞㻟㻠 㽢㻝㻢 䟚㻌 ⣙ 㻝㻟㻞䡃㻌 ￥8,800  4026158-059345

2642-120㻌 㻞㻌 㻟㻚㻞㻌 㻝㻞㻜㼙㼙䃥㻌 㻝㻞㻤 㽢㻞㻡㻟 㽢㻝㻥 䟚㻌 ⣙ 㻝㻥㻞 䡃㻌 ￥10,800  4026158-059352

2642-840㻌 㻞㻚㻞㻡㻌 㻡㻌 㻠㻜㽢㻤㻜㼙㼙㻌 䝺䞁䝈㒊㻡㻟㽢㻥㻞㽢㻝㻡䟚㻔䜾䝸䝑䝥㛗㻝㻞㻣䟚㻕㻌 ⣙ 㻣㻤䡃㻌 ￥7,600  4026158-059406

2642-150㻌 㻞㻌 㻟㻚㻥㻌 㻡㻜㽢㻝㻜㻜㼙㼙㻌 䝺䞁䝈㒊㻢㻝㽢㻝㻝㻜㽢㻝㻢䟚㻔䜾䝸䝑䝥㛗㻝㻞㻣䟚㻕㻌 ⣙ 㻝㻜㻞䡃㻌 ￥9,400  4026158-059376

2642-1255 1.85 3.3 㻡㻡㽢㻝㻞㻜㼙㼙㻌 䝺䞁䝈㒊㻢㻣㽢㻝㻟㻜㽢㻝㻤䟚㻔䜾䝸䝑䝥㛗㻝㻠㻜䟚㻕㻌 ⣙ 㻝㻡㻜䡃㻌 ￥11,000  4026158-059369

㻌㻼㼄㻹䒆

ගᏛᶞ⬡
䝞䜲䝁䞁䝧䝑䜽䝇
䠄୧㠃ྍど䠅

䖃ඹ㏻䚷䜾䝸䝑䝥㒊㻡ಸ䝺䞁䝈 㻦 䝥䝷䝜䝁䞁䝧䝑䜽䝇

広視野ルーペ　－ biconvex magnifiers －

3×
65∿₥

2.25×
80∿₥

2×
100∿₥

2×
120∿₥

2642-65

2642-840 2642-150 2642-1255

2642-80 2642-100 2642-120

ਤ←∑∞∀↝ܭဪ

Hand hold magnifiers

Duplex

2×
50×100∿

1.85×
55×120∿

2.25×
40×80∿
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ホワイトルーペ　－ visomed － ႉⅳ⇖∐⇩⇽↝ᛠဇ∑∞∀

䖃  䝺䞁䝈䛾୧㠃䛛䜙ᣑ䛷䛝䜛䝞䜲䝁䞁䝧䝑䜽䝇䝺䞁䝈

䖃  䜶䝑䝅䜵䞁䝞䝑䝝⊂⮬㛤Ⓨ 㻼㼄㻹䒆ගᏛᶞ⬡䝺䞁䝈᥇⏝

䚷䚷㻌യ䛜䛝䛻䛟䛟䚸 䜛䛟ᣑ䛧䜎䛩

䖃  ㏱䝣䝺䞊䝮䛰䛛䜙ど⏺䛜ᗈ䛟ྲྀ䜜䜎䛩

䖃  ᥱ䜚䜔䛩䛔䜾䝸䝑䝥

㻌 ಸ⋡㻌 㻰㼜㼠㻚㻌㻌 䝺䞁䝈䝃䜲䝈㻌 䝺䞁䝈ᮦ㉁㻌 䝺䞁䝈✀㢮㻌 ᮏయ䝃䜲䝈㻌 㔜䛥㻌 ᮏయ౯᱁㻌 㻶㻭㻺

2614-65㻌 㻞㻚㻥㻌 㻣㻚㻠㻌 㻢㻡㼙㼙䃥㻌 㻌 㻌 㻢㻤㽢㻝㻢㻡㽢㻝㻟䟚㻌 ⣙㻠㻞䡃㻌 ￥3,700 4026158-059246

2614-80㻌 㻞㻚㻟㻌 㻡㻚㻝㻌 㻤㻜㼙㼙䃥㻌 㻌 㻌 㻤㻤㽢㻝㻥㻡㽢㻝㻠䟚㻌 ⣙㻣㻢䡃㻌 ￥4,800 4026158-059253

2614-840㻌 㻞㻚㻞㻡㻌 㻡㻌 㻠㻜㽢㻤㻜㼙㼙㻌 㻌 㻌 䝺䞁䝈㒊㻡㻜㽢㻥㻜㽢㻝㻡䟚䠄䜾䝸䝑䝥㛗㻌㻝㻝㻟䟚䠅㻌 ⣙㻢㻞䡃㻌 ￥5,300 4026158-059260

2614-150 2 3.9 㻡㻜㽢㻝㻜㻜㼙㼙   䝺䞁䝈㒊㻢㻜㽢㻝㻜㻜㽢㻝㻣䟚䠄䜾䝸䝑䝥㛗㻌㻝㻞㻟䟚䠅㻌 ⣙㻝㻜㻠䡃㻌 ￥5,900 4026158-059239 

䠬䠩䠴䒆

ගᏛᶞ⬡

䝞䜲䝁䞁䝧䝑䜽䝇

䠄୧㠃ྍど䠅

2614-65 2614-80 2614-840 2614-150
2.9×
65∿₥

2.3×
80∿₥

ἢỶἅὅἫἕἁἋ

 

 

㻌 ಸ⋡㻌 㻰㼜㼠㻚㻌㻌 䝺䞁䝈䝃䜲䝈㻌 䝺䞁䝈ᮦ㉁㻌 䝺䞁䝈✀㢮㻌 ᮏయ䝃䜲䝈㻌 㔜䛥㻌 ᮏయ౯᱁㻌 㻶㻭㻺

2612-40㻌 㻟㻚㻞㻡㻌 㻤㻚㻠㻌 㻠㻜㼙㼙䃥㻌 㻌 㻌 㻡㻜 㽢㻝㻝㻡 㽢䚷㻥 䟚㻌 ⣙㻝㻤 䡃㻌 ￥1,300 4560264-110434

2612-60㻌 㻞㻚㻡㻌 㻢㻚㻠㻌 㻢㻜㼙㼙䃥㻌 㻌 㻌 㻢㻣 㽢㻝㻡㻡 㽢㻝㻞 䟚㻌 ⣙㻠㻠 䡃㻌 ￥2,100 4560264-110441

2612-80㻌 㻞㻚㻞㻡㻌 㻡㻌 㻤㻜㼙㼙䃥㻌 㻌 㻌 㻤㻤 㽢㻝㻥㻞 㽢㻝㻡 䟚㻌 ⣙㻤㻠 䡃㻌 ￥3,100 4560264-110458

2612-950 2 3.9 㻡㻜㽢㻥㻜㼙㼙   䝺䞁䝈㒊㻢㻜 㽢㻝㻜㻜 㽢㻝㻡 䟚 䠄䜾䝸䝑䝥㛗㻌㻝㻝㻡 䟚䠅㻌 ⣙㻝㻜㻤 䡃㻌 ￥3,900 4560264-110465 

     

 
 

 

クリスタルルーペ
－ economic － ቇତ⇥⇊⇽↝ᛠဇ∑∞∀

䖃  䝺䞁䝈䛾୧㠃䛛䜙ᣑ䛷䛝䜛䝞䜲䝁䞁䝧䝑䜽䝇䝺䞁䝈

䖃  䜾䝸䝑䝥䛻㧗ಸ⋡䛾ᑠ䝺䞁䝈

䖃  䜶䝑䝅䜵䞁䝞䝑䝝⊂⮬㛤Ⓨ 㻼㼄㻹䒆ගᏛᶞ⬡䝺䞁䝈᥇⏝

䚷䚷㻌യ䛜䛝䛻䛟䛟䚸 䜛䛟ᣑ䛧䜎䛩

2612-40 2612-60 2612-80 2612-950
3.25×
40∿₥

2.25×
80∿₥

2.5×
60∿₥

ἢỶἅὅἫἕἁἋ

䠬䠴䠩䒆

ගᏛᶞ⬡
䝞䜲䝁䞁䝧䝑䜽䝇

䠄୧㠃ྍど䠅

Hand hold magnifiers

2.25×
40×80∿

2×
50×100∿

2×
50×90∿
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㻌 ಸ⋡㻌 㻰㼜㼠㻚㻌㻌 䝺䞁䝈䝃䜲䝈㻌 㐺ṇ㊥㞳㻌 ᮏయ䝃䜲䝈㻔㼙㼙㻕㻌 㔜䛥㻔㼓㻕㻌 ᮏయ౯᱁㻌 㻌 㻶㻭㻺㻌 ᑓ⏝䜿䞊䝇㻺㼛㻚㻌 ᮏయ౯᱁㻌 㻶㻭㻺

2655-50㻌 㻢㻌 㻞㻠㻌 㻡㻜㼙㼙䃥㻌 㻝㻜 䟛㻌 㻡㻥 㽢㻝㻢㻡 㽢㻝㻣㻌 ⣙㻟㻤㻌 ￥6,300  4026158-059451 2855-50 ￥1,800 4026158-060341

2655-60㻌 㻡㻌 㻞㻜㻌 㻡㻤㼙㼙䃥㻌 㻝㻠 䟛㻌 㻢㻤 㽢㻝㻣㻠 㽢㻝㻥㻌 ⣙㻡㻠㻌 ￥7,500  4026158-059468 2855-60 ￥1,800 4026158-060358

2655-70㻌 㻠㻌 㻝㻢㻌 㻣㻜㼙㼙䃥㻌 㻝㻡 䟛㻌 㻣㻥 㽢㻝㻥㻠 㽢㻞㻝㻌 ⣙㻤㻜㻌 ￥8,800  4026158-059499 2855-70 ￥1,800 4026158-060365

2655-750 3.5 10 㻡㻜㽢㻣㻡㼙㼙㻌 㻞㻡 䟛㻌 㻡㻣 㽢㻝㻥㻞 㽢㻞㻜㻌 ⣙㻣㻢㻌 ￥9,700  4026158-059512 2855-750 ￥1,800 4026158-060372 

2655-150 3 7.6 㻡㻜㽢㻝㻜㻜㼙㼙 㻞㻡 䟛 㻡㻤 㽢㻞㻞㻞 㽢㻞㻠㻌 ⣙㻝㻟㻞㻌 ￥10,800  4026158-059420 2855-150 ￥3,300 4026158-060327

2655-175 2.8 7 㻣㻡 㽢㻝㻜㻜㼙㼙 㻞㻡 䟛 㻤㻞 㽢㻞㻞㻟 㽢㻞㻡㻌 ⣙㻝㻣㻢㻌 ￥11,600  4026158-059444 2855-175 ￥2,200 4026158-060334

䖃ඹ㏻䚷䝺䞁䝈 㻦 䝉䝷䝔䜱䝑䜽䕿䠮䝝䞊䝗䝁䞊䝔䜱䞁䜾㻌䚷䝺䞁䝈ᮦ㉁ 䠖 㻼㼄㻹䒆ගᏛᶞ⬡䚷䚷䝺䞁䝈✀㢮 䠖 䜰䝇䝣䜵䝸䜹䝹 䠄㠀⌫㠃䠅䚷ᑓ⏝䜿䞊䝇⣲ᮦ 䠖ᮏ㠉

㻌㻌㻌㻌㻌䚷䚷䚷㻌㻌㻌㻌
 

㻖ᑓ⏝䜿䞊䝇

䖃  㧗䛔ಸ⋡䛷ᗈ䛔㠃✚䛜ᣑ䛷䛝䜛㠀⌫㠃䝺䞁䝈᥇⏝

䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷ᮏయ䛻 䛂┠䛸䝺䞁䝈䛾㐺ṇ㊥㞳䛃 䜢⾲♧

㻌㻌㻌㻌㻌䚷䚷䚷㻌㻌㻌㻌䈜┠䛸䝺䞁䝈䛾㐺ṇ㊥㞳䜢Ᏺ䛳䛶⏝䛧䛶䛟䛰䛥䛔

䖃  䜶䝑䝅䜵䞁䝞䝑䝝⊂⮬㛤Ⓨ 㻼㼄㻹䒆ගᏛᶞ⬡䝺䞁䝈᥇⏝

䚷䚷㻌യ䛜䛝䛻䛟䛟䚸 䜛䛟ᣑ䛧䜎䛩

䖃  ᡭ䛻䝣䜱䝑䝖䛧䜔䛩䛔䜾䝸䝑䝥

䖃  㤳䛻䛡䜙䜜䜛䜂䜒
䝹䞊䝨ᣑ

䝹䞊䝨䛺䛧
୍⯡ⓗ䛺䝹䞊䝨
䃥㻢㻡䟚䚷㻟ಸ

䝤䝷䝑䜽䝹䞊䝨
䃥㻣㻜䟚䚷㻠ಸ

䈜どຊ䜔⏝≧ἣ䛻䜘䛳䛶ぢ䛘᪉䛿␗䛺䜚䜎䛩䚹 䜎䛯䚸 ぢ䛘䜛⠊ᅖ䛿䚷㻌䚷䚷䚷㻌
䝹䞊䝨䛻䜘䛳䛶␗䛺䜚䜎䛩䚹

2855-50
2855-60
2855-70

2855-750
2855-150
2855-175

2655-50

2655-750 2655-150 2655-175

2655-60 2655-70

∀∞∑ⅼⅳ−∙⇠↝᭗̿ྙٻ

 

 ỴἩἻἜὊἚ

㻌 ಸ⋡㻌 㻰㼜㼠㻚㻌㻌 䝺䞁䝈䝃䜲䝈㻌 䝺䞁䝈ᮦ㉁㻌 䝺䞁䝈✀㢮㻌 ᮏయ䝃䜲䝈㻌 㔜䛥㻌 ᮏయ౯᱁㻌 㻌 㻶㻭㻺

2668-50㻌 㻠㻚㻡㻌 㻝㻠㻌 㻡㻜㼙㼙䃥㻌 㻌 㻌 㻢㻢 㽢㻝㻢㻜 㽢㻝㻣 䟚㻌 ⣙㻢㻠 䡃㻌 ￥9,900  4026158-759948

2668-60㻌 㻟㻚㻤㻌 㻝㻝㻚㻟㻌 㻢㻜㼙㼙䃥㻌 㻌 㻌 㻢㻢 㽢㻝㻢㻜 㽢㻝㻣 䟚㻌 ⣙㻢㻞 䡃㻌 ￥9,200  4026158-759924

2668-75㻌 㻞㻚㻥㻌 㻣㻚㻠㻌 㻣㻡㼙㼙䃥㻌 㻌 㻌 㻤㻞 㽢㻝㻤㻜 㽢㻝㻤 䟚㻌 ⣙㻥㻞 䡃㻌 ￥10,800  4026158-759931

2668-85 2.4 5.6 㻤㻡㼙㼙䃥   㻥㻞 㽢㻝㻥㻜 㽢㻝㻤 䟚㻌 ⣙㻝㻜㻢 䡃㻌 ￥11,600  4026158-840141 

2668-950 2.7 6.8 㻡㻜㽢㻥㻜㼙㼙   䝺䞁䝈㒊㻢㻞㽢㻝㻜㻟㽢㻝㻤 䟚 䠄䜾䝸䝑䝥㛗㻌㻝㻜㻟 䟚䠅⣙㻝㻟㻤 䡃㻌 ￥12,100  4026158-759917

䠬䠴䠩䒆

ගᏛᶞ⬡

䜰䝤䝷䝘䞊䝖

䠄⢭ᐦ↓ᕪ䠎ᯛᵓᡂ䠅

メディプランエルゴ － mediplan ergo －

䖃  ⢭ᐦ↓ᕪ䝺䞁䝈䠎ᯛᵓᡂ᥇⏝

䚷䚷䚷䚷䚷䚷䝺䞁䝈䛾ᕪ 䠄ᣑീ䛾䜖䛜䜏䠅 䜢䛩䜏䛪䜏䜎䛷䜹䝑䝖

䖃  䜾䝸䝑䝥䛿ᣢ䛱䜔䛩䛥䜢㏣ồ䛧䛯䜶䝹䝂䝜䝭䝑䜽䝕䝄䜲䞁

䚷䚷䚷䚷䚷䚷ᡭ䛻ඃ䛧䛔䚸 ⑂䜜䛻䛟䛔タィ䛷䛩

䖃  䜶䝑䝅䜵䞁䝞䝑䝝⊂⮬㛤Ⓨ㻼㼄㻹䒆ගᏛᶞ⬡䝺䞁䝈᥇⏝

䚷䚷㻌യ䛜䛝䛻䛟䛟䚸 䜛䛟ᣑ䛧䜎䛩

2668-50 2668-85 2668-9502668-60 2668-75

↵ⅻ↮⇁৮ⅷਤ←∑∞∀

4.5×
50∿₥

2.4×
85∿₥

3.8×
60∿₥

2.9×
75∿₥

2.7×
50×90∿

ブラックルーペ － aspheric II －

᩼ྶ᩿ἾὅἌ

6×

‧•∿₥

5×

‧∿₥
4×

 •∿₥

┠䛸䝺䞁䝈䛸䛾

Hand hold magnifiers

Duplex

3.5×

‧•⁷ ‧∿

3×

‧•⁷‣••∿

2.8×

 ‧⁷‣••∿



10 Folding magnifiers

ハンディルーペ  － classic & vivid －

䖃㻌㻌䜶䝑䝅䜵䞁䝞䝑䝝䛾䝻䞁䜾䝉䝷䞊

䖃㻌㻌䜿䞊䝇䛾ᙧ䚸 Ⰽ䚸 䛝䛥䚸 ಸ⋡䜢䛚㑅䜃䛔䛯䛰䛡䜎䛩

䖃㻌㻌䝥䝺䝊䞁䝖䛻䜒䛚䛩䛩䜑䛷䛩

䖃㻌㻌୧㠃䛛䜙ᣑ䛷䛝䜛䝞䜲䝁䞁䝧䝑䜽䝇䝺䞁䝈᥇⏝

䖃㻌㻌䝇䞊䝟䞊䝕䝳䝥䝺䝑䜽䝇䝁䞊䝔䜱䞁䜾᥇⏝䚹 ᖏ㟁㜵Ṇ䚸㻌㻌 

㻌㻌㻌㻌㻌㻌䛟䜒䜚㜵Ṇ䚸 യ䛴䛝㜵Ṇ䛻ඃ䜜䛶䛔䜎䛩

ઃ࠘ဇ∑∞∀↝ܭဪ

ἢỶἅὅἫἕἁἋ

1740-130

1752-150

1740-150

1752-160

1740-160

1752-0501

1740-450
1740-460

1752-0503

1740-530

1752-550

1752-850
1752-860

1740-250

1752-560

1740-260

1752-0502

1740-550
1740-560

㻌 䜿䞊䝇䜹䝷䞊㻌 㻶㻭㻺㻌 ᮏయ౯᱁

1740-130 䝎䞊䜽䢖䡫䢀䢚㻌 㻠㻜㻞㻢㻝㻡㻤㻙㻜㻡㻣㻡㻟㻞㻌 䢠㻞㻘㻤㻜㻜

1740-530 䝤䝷䝑䜽㻌 4026158-057600

1740-150 䝎䞊䜽䢖䡫䢀䢚 4026158-057549 䢠㻟㻘㻟㻜㻜

1740-250 䡱䢔䡬䢈䢚䡴䢚䢔䡬䢙㻌4026158-057563
1740-450 䝤䝷䜴䞁㻌 4026158-057587

1740-550 䝤䝷䝑䜽㻌 4026158-057617

1740-160 䝎䞊䜽䢖䡫䢀䢚 4026158-057556 䢠㻟㻘㻥㻜㻜

1740-260 䡱䢔䡬䢈䢚䡴䢚䢔䡬䢙 4026158-057570
1740-460 䝤䝷䜴䞁 4026158-057594

1740-560 䝤䝷䝑䜽㻌 4026158-057624

㻌 䜿䞊䝇䜹䝷䞊㻌 㻶㻭㻺㻌 㻌 ᮏయ౯᱁

1752-150 䝺䝑䝗㻌 4026158-057716 䢠㻟㻘㻥㻜㻜

1752-550 䝤䝷䝑䜽㻌 4026158-057730

1752-850 䝷䜲䝖䝤䝷䜴䞁㻌4026158-057754
1752-160 䝺䝑䝗㻌 4026158-057723 䢠㻠㻘㻠㻜㻜

1752-560 䝤䝷䝑䜽㻌 4026158-057747

1752-860 䝷䜲䝖䝤䝷䜴䞁㻌4026158-057761
1752-0501 䝻䝊㻌 4026158-602183 䢠㻟㻘㻥㻜㻜

1752-0502 䝟䞊䝥䝹㻌 4026158-602190

1752-0503 䝤䝹䞊㻌 4026158-602206

䖃ඹ㏻䚷䝺䞁䝈䠖䝇䞊䝟䞊䝕䝳䝥䝺䝑䜽䝇䝁䞊䝔䜱䞁䜾㻌䝺䞁䝈ᮦ㉁䠖㻼㼄㻹䒆ගᏛᶞ⬡䚷䝺䞁䝈✀㢮䠖䝞䜲䝁䞁䝧䝑䜽䝇䠄୧㠃ྍど䠅䚷䜿䞊䝇⣲ᮦ䠖䜶䝁䝺䝄䞊

6×
30∿₥

ɺ⇗∞⇟ ᚌ⇗∞⇟

䝺䞁䝈䝃䜲䝈 ಸ⋡㻌㻰㼜㼠㻚㻌 㔜䛥㻔㼓㻕 

   30 6 24㻌 ⣙10
㻌㼙㼙 䃥

   50 3.5 10㻌 ⣙27
㻌㼙㼙 䃥

   60 3.5 10㻌 ⣙45
㻌㼙㼙 䃥

䝺䞁䝈䝃䜲䝈 ಸ⋡㻌㻰㼜㼠㻚㻌 㔜䛥㻔㼓㻕 

 50 3.5 10㻌 ⣙30
㻌㼙㼙 䃥

 60 3.5 10㻌 ⣙48
㻌㼙㼙 䃥

 50 3.5 10㻌 ⣙30
㻌㼙㼙 䃥

㸦ᮏయ48ࢬࢧ x 37 x 10mm㸧

㸦ᮏయ60ࢬࢧ x 57 x 14mm㸧

㸦ᮏయ72ࢬࢧ x 59 x 13mm㸧 㸦ᮏయ70ࢬࢧ x 67 x 16mm㸧

㸦ᮏయ82ࢬࢧ x 67 x 16mm㸧

㸦ᮏయ60ࢬࢧ x 57 x 14mm㸧

3.5×
50∿₥

3.5×
50∿₥

3.5×
50∿₥

3.5×
60∿₥

3.5×
60∿₥

スライドアウトルーペ　－ designo －

䖃㻌㻌䜿䞊䝇䛿䜋䛣䜚䛜ධ䜚䛻䛟䛔Ẽᐦᵓ㐀

䖃㻌㻌䝁䞁䝟䜽䝖䝃䜲䝈

䖃㻌㻌୧㠃䛛䜙ᣑ䛷䛝䜛䝞䜲䝁䞁䝧䝑䜽䝇䝺䞁䝈᥇⏝

䖃㻌㻌䜶䝑䝅䜵䞁䝞䝑䝝⊂⮬㛤Ⓨ 㻼㼄㻹䒆ගᏛᶞ⬡䝺䞁䝈᥇⏝

䚷䚷㻌യ䛜䛝䛻䛟䛟䚸 䜛䛟ᣑ䛧䜎䛩

⇙∙⇷⇕⇮⇛⇊⇠ᕓ∑∞∀

1711

5×
30∿₥

 ಸ⋡㻌 㻰㼜㼠㻚㻌㻌 䝺䞁䝈䝃䜲䝈㻌 䝺䞁䝈ᮦ㉁㻌 䝺䞁䝈✀㢮㻌 ᮏయ䝃䜲䝈㻌 㔜䛥㻌 ᮏయ౯᱁㻌 㻶㻭㻺

1711㻌 㻡㻌 㻞㻜㻌 㻟㻜㼙㼙䃥㻌 㻼㼄㻹䒆ගᏛᶞ⬡ 䝞䜲䝁䞁䝧䝑䜽䝇䠄୧㠃ྍど䠅㻌 㻠㻜㽢㻣㻠㽢㻝㻝䟚㻌 ⣙㻝㻤 䡃㻌 ￥3,900 4026158-126030

ἢỶἅὅἫἕἁἋ

䖃  䜶䝑䝅䜵䞁䝞䝑䝝⊂⮬㛤Ⓨ 㻼㼄㻹䒆ගᏛᶞ⬡䝺䞁䝈᥇⏝

䚷䚷㻌യ䛜䛝䛻䛟䛟䚸 䜛䛟ᣑ䛧䜎䛩
Super-
Duplex

classic

vivid
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䖃ඹ㏻䚷䝺䞁䝈ᮦ㉁䠖ගᏛ䜺䝷䝇䚷䝺䞁䝈✀㢮䠖䝞䜲䝁䞁䝧䝑䜽䝇䠄୧㠃ྍど䠅䚷ᮏయ⣲ᮦ䠖┿㘷䠄㘡㔠ຍᕤ䚸䝅䝹䝞䞊䠖䝻䝆䜴䝮㘡㔠䚸䝅䝱䞁䝟䞁䝂䞊䝹䝗䠖䝂䞊䝹䝗㘡㔠䠅
䝏䜵䞊䞁䠖㻢㻜㻙㻣㻜㼙㼙䠄䜰䝆䝱䝇䝍䞊䝍䜲䝥䠅

2131-S

2132-S

2131-G

2132-G

3×
24∿₥

3×
26∿₥

3×
24∿₥

3×
26∿₥

ペンダントルーペ  － brilliant ＆ grace －

䖃㻌㻌䝨䞁䝎䞁䝖䝦䝑䝗䛾ᯟ䛻㝽㛫䛺䛟ᇙ䜑㎸䜎䜜䛯㻟㻝⢏䛾䜽䝸䝇䝍䝹

䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䜰䜽䝉䝃䝸䞊⫋ே䛜୍⢏୍⢏ᑀ䛻㓄⨨

䖃㻌㻌䜽䝸䝇䝍䝹䛿䛹䜣䛺䜹䝷䞊䛻䜒䝬䝑䝏䛧䛶䚸╔䜛ὒ᭹䜢㑅䜃䜎䛫䜣

䖃㻌㻌䝇䜽䝸䝳䞊䝏䜵䞊䞁

䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷⬚ඖ䛻ඃ䛧䛟ἢ䛖ᰂ䜙䛛䛥䛜≉ᚩ䛷䛩

䖃㻌㻌䜹䝷䞊䛿䝅䝹䝞䞊䛸䝅䝱䞁䝟䞁䝂䞊䝹䝗䛜䛒䜚䜎䛩

䖃㻌㻌䝹䞊䝥䝕䝄䜲䞁䛜䝰䝏䞊䝣䛾䝨䞁䝎䞁䝖䝹䞊䝨

䖃㻌㻌⤒㦂㇏䛛䛺䜰䜽䝉䝃䝸䞊⫋ே䛾䝝䞁䝗䝯䜲䝗

䖃㻌㻌୍⢏䛾䜽䝸䝇䝍䝹䛜䝕䝄䜲䞁䜢ᘬ䛝⥾䜑䛶䛔䜎䛩

䖃㻌㻌䜶䝺䜺䞁䝇䝏䜵䞊䞁

䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䝹䞊䝥䝕䝄䜲䞁䜢㝿❧䛯䛫䜛䛯䜑䚸䝨䞁䝎䞁䝖䝦䝑䝗䛸䝏䜵䞊䞁䛾

䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷⤫୍ឤ䛻䛣䛰䜟䜚䜎䛧䛯

䖃㻌㻌䜹䝷䞊䛿䝅䝹䝞䞊䛸䝅䝱䞁䝟䞁䝂䞊䝹䝗䛜䛒䜚䜎䛩

ᏟΨ⇁ᓙ↳ⅺ↚ࢢ↺∑∞∀

Ornamental magnifiers

 䜹䝷䞊㻌㻌 ಸ⋡㻌 㻰pt. 䝺䞁䝈䝃䜲䝈㻌 ᮏయ䝃䜲䝈㻌 㔜䛥㻌 ᮏయ౯᱁㻌 㻶㻭㻺

2131-S㻌 䝅䝹䝞䞊㻌 㻟㻌 㻤㻌 㻞㻠㼙㼙䃥㻌 㻟㻜㼙㼙䃥㽢ཌ䛥㻣䟚㻌 ⣙㻝㻢 䡃㻌 ￥12,400 4560264-111981

2131-G㻌 䝅䝱䞁䝟䞁䝂䞊䝹䝗 3 8 24㼙㼙䃥㻌 㻟㻜㼙㼙䃥㽢ཌ䛥㻣䟚㻌 ⣙㻝㻢 䡃㻌 ￥12,400 4560264-111998

2132-S㻌 䝅䝹䝞䞊 3 8 26㼙㼙䃥㻌 㻟㻜㼙㼙䃥㽢ཌ䛥㻡䟚㻌 ⣙㻝㻠 䡃㻌 ￥11,000 4560264-112001

2132-G 䝅䝱䞁䝟䞁䝂䞊䝹䝗 3 8 26㼙㼙䃥㻌 㻟㻜㼙㼙䃥㽢ཌ䛥㻡䟚㻌 ⣙㻝㻠 䡃㻌 ￥11,000 4560264-112018
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㻌 ಸ⋡㻌 䝺䞁䝈䝃䜲䝈㻌 䝺䞁䝈ᮦ㉁㻌 䝺䞁䝈✀㢮㻌 ᮏయ䝃䜲䝈㻌 㔜䛥㻌 ᮏయ౯᱁㻌 㻶㻭㻺

1103㻌 㻟䚸㻌㻠㻚㻡䚸㻌㻢䚸㻌9      ￥3,000 4026158-054166

1104㻌 㻟䚸㻌㻢㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ￥2,900 4026158-054173
㻌㻼㼄㻹䒆ගᏛᶞ⬡

䝥䝷䝜䝁䞁䝧䝑䜽䝇
䠄∦㠃ྍど䠅 45 㼤 50 㼤 19mm ⣙㻟㻞䡃

ダブルポケットルーペ
－ slide-out and folding magnifiers －

䖃  㻝㻝㻜㻟 䛿䠐✀㢮䚸 㻝㻝㻜㻠 䛿䠎✀㢮䛾ಸ⋡䛛䜙㑅䜣䛷ᣑ䛷䛝䜎䛩

䖃㻌㻌䜿䞊䝇䛿䜋䛣䜚䛜ධ䜚䛻䛟䛔Ẽᐦᵓ㐀

䖃㻌㻌䝁䞁䝟䜽䝖䝃䜲䝈

䖃㻌㻌䜶䝑䝅䜵䞁䝞䝑䝝⊂⮬㛤Ⓨ 㻼㼄㻹䒆ගᏛᶞ⬡䝺䞁䝈᥇⏝

䚷䚷㻌യ䛜䛝䛻䛟䛟䚸 䜛䛟ᣑ䛧䜎䛩

∀∞∑ဪܭ↝ဇݑⅷ↸↻↺ᚇ٭⇁ྙ̿

1103 1104

ἩἻἠἅὅἫἕἁἋ

3×/4.5×/6×/9×
36×22∿

3×/6×
36×22∿

㻠㻚㻡ಸ䝺䞁䝈

㻟ಸ䝺䞁䝈 㻟ಸ䝺䞁䝈

㻟㻢 㽢 㻞㻞 䟚

㻌 䜿䞊䝇䜹䝷䞊㻌 ಸ⋡㻌 㻰㼜㼠㻚㻌㻌 䝺䞁䝈䝃䜲䝈㻌 䝺䞁䝈ᮦ㉁㻌 䝺䞁䝈✀㢮㻌 ┠䛸䝺䞁䝈䛾㐺ṇ㊥㞳㻌 ᮏయ䝃䜲䝈㻌 㔜䛥㻌 ᮏయ౯᱁㻌 㻶㻭㻺

1710-14㻌 䝺䝑䝗㻌 㻠㻌 㻝㻢㻌 㻌 㻌 㻌 㻤 䟛㻌 㻌 ⣙㻞㻤 䡃㻌 ￥3,900 4026158-057389

1710-67 䝤䝷䝑䜽㻌 㻣㻌 㻞㻤㻌 㻌 㻌 㻌 㻡㻚㻡 䟛㻌 㻌 ⣙㻟㻜 䡃 ￥4,200 4026158-057426

1710-910 䝩䝽䜲䝖㻌 㻝㻜㻌 㻟㻤㻌 㻌 㻌 㻌 㻠 䟛㻌 㻌 ⣙㻟㻞 䡃 ￥4,600 4026158-057433

35mm䃥 52 㼤 23 㼤 59mm
㻼㼄㻹䒆

ගᏛᶞ⬡
䜰䝇䝣䜵䝸䜹䝹
䠄㠀⌫㠃䠅

モビレント    － mobilent －

䖃  ಸ⋡䛻䜘䛳䛶䜿䞊䝇䜹䝷䞊䛜␗䛺䜚䜎䛩

䚷䚷䚷䚷䚷䚷㻌㻌䠐ಸ 㻩 䝺䝑䝗䚷䠓ಸ 㻩 䝤䝷䝑䜽䚷㻝㻜 ಸ 㻩 䝩䝽䜲䝖

䖃㻌㻌䜿䞊䝇䛿䜋䛣䜚䛜ධ䜚䛻䛟䛔Ẽᐦᵓ㐀

䖃㻌㻌䝁䞁䝟䜽䝖䝃䜲䝈

䖃㻌㻌䜂䜒䚷䚷䚷䚷䚷䜂䜒䜢㏻䛧䛶㤳䛻䛡䜙䜜䜎䛩

䖃㻌㻌䜖䛜䜏䛾ᑡ䛺䛔㠀⌫㠃䝺䞁䝈᥇⏝

䚷䚷䚷䚷䚷䚷㻌ᮏయ䛻 䛂┠䛸䝺䞁䝈䛾㐺ṇ㊥㞳䛃 䜢⾲♧

䚷䚷䚷䚷䚷䚷㻌䈜┠䛸䝺䞁䝈䛾㐺ṇ㊥㞳䜢Ᏺ䛳䛶⏝䛧䛶䛟䛰䛥䛔

䖃㻌㻌䜶䝑䝅䜵䞁䝞䝑䝝⊂⮬㛤Ⓨ 㻼㼄㻹䒆ගᏛᶞ⬡䝺䞁䝈᥇⏝

䚷䚷㻌യ䛜䛝䛻䛟䛟䚸 䜛䛟ᣑ䛧䜎䛩

ਤ←ᢃ↢↖ⅼ↺ࣇᦟ

1710-14 1710-67 1710-910
4×
35∿₥

7×
35∿₥

10×
35∿₥

᩼ྶ᩿ἾὅἌ

 ಸ⋡㻌 㻰㼜㼠㻚㻌㻌 䝺䞁䝈䝃䜲䝈㻌 䝺䞁䝈ᮦ㉁㻌 䝺䞁䝈✀㢮㻌 ᮏయ䝃䜲䝈㻌 㔜䛥㻌 ᮏయ౯᱁㻌 㻶㻭㻺

2050-1㻌 㻞㻚㻡㻌 㻝㻜㻌 㻢㻜㼙㼙䃥㻌 㻼㼄㻹䒆ගᏛᶞ⬡ 䝞䜲䝁䞁䝧䝑䜽䝇䠄୧㠃ྍど䠅㻌 㻢㻤㽢㻝㻟㻜㽢㻝㻣䟚㻌 ⣙㻢㻤 䡃㻌 ￥5,500 4026158-126047

ユニバーサルルーペ   － visoflex －

䖃㻌㻌ᙧ䜢ኚ䛘䛶䚸 ᆅᅗ䛺䛹䛻⨨䛔䛶ぢ䛯䜚䚸 ⣒䜢㏻䛧䛯䜚䚸 ᡭ䛻ᣢ䛳䛶䛖䛣䛸䜒䛷䛝䜛౽䛺䝹䞊䝨䛷䛩

䖃 㻌䜶䝑䝅䜵䞁䝞䝑䝝⊂⮬㛤Ⓨ 㻼㼄㻹䒆ගᏛᶞ⬡䝺䞁䝈᥇⏝䚹 യ䛜䛝䛻䛟䛟䚸 䜛䛟ᣑ䛧䜎䛩

∀∞∑↙ⅷ↕̅ⅷ↺Ⅴ∌⇱⇶∞⇛∑Ⅵ٭↚∑⇊⇥⇟↝↓≖

2050-1
2.5×
60∿₥

Folding magnifiers

ἢỶἅὅἫἕἁἋ

䜂䜒
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パワーラックス  － powerlux －

䖃  ᥱ䜚䜔䛩䛔⮬↛䛺ᙧ䛰䛛䜙㛗㛫⏝䛧䛶䜒⑂䜜䛻䛟䛔䝴䝙䝞䞊䝃䝹䝕䝄䜲䞁

䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷ྑᡭ䛷䜒ᕥᡭ䛷䜒ኚ䜟䜙䛼䛔ᚰᆅ

䖃㻌㻌㧗㍤ᗘ䠨䠡䠠䝷䜲䝖䛰䛛䜙㩭䛻ᣑ

䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷㧗㍤ᗘ䠨䠡䠠䠎ⅉᦚ㍕㻌㻛㻌↷ᗘ䠙㻠㻜㻜㻜䝹䜽䝇㻌㻛㻌㐃⥆⏝⣙㻠㻜㛫ྍ⬟

䖃㻌㻌Ⅼⅉ㛤ጞ㻟㻜ศᚋ䛻⮬ືᾘⅉ䛩䜛䜸䞊䝖䝅䝱䝑䝖䜸䝣ᶵ⬟ᦚ㍕

䖃㻌㻌ග䛾Ⰽ䛿䝩䝽䜲䝖⣔䛾䜽䞊䝹䝷䜲䝖䛸䜸䝺䞁䝆⣔䛾䜴䜷䞊䝮䝷䜲䝖䛛䜙㑅䜉䜎䛩䚷䚷䚷

䖃㻌㻌യ䛜䛝䛻䛟䛟䚸 䜛䛟ᣑ䛩䜛㻼㼄㻹䒆ගᏛᶞ⬡䝺䞁䝈᥇⏝

䖃㻌㻌䜖䛜䜏䛾ᑡ䛺䛔㠀⌫㠃䝺䞁䝈᥇⏝㻌㻌䖃㻌㻌⣡䛻౽䛺ᑓ⏝䜿䞊䝇

∄⇌⇟↝⇁ࣖဇↆ↕ဃ↭↻∑∞∀

1586-20

1586-14

1586-201

1586-28

5×
58∿₥

3.5×
58∿₥

5×
58∿₥

7×
58∿₥

Illuminated stand magnifiers

䖃ඹ㏻䚷䝺䞁䝈㻦䝉䝷䝔䜱䝑䜽䕿䠮䝝䞊䝗䝁䞊䝔䜱䞁䜾㻌㻛㟁ụ䠖༢㻟㟁ụ㻟ᮏ⏝䠄ᒓ䠅

㻌㻼㼄㻹䒆

ගᏛᶞ⬡  14䟛 145㽢80㽢55䟚
㻌䜰䝇䝣䜵䝸䜹䝹
䠄㠀⌫㠃䠅㻡㻤㼙㼙䃥5 20 ⣙㻝㻣㻜䡃

䠄㟁ụྵ䜐䠅 ￥20,900

᩼ྶ᩿ἾὅἌ

㻞㻜㻝㻜ᖺ
㼕㻲㻌㻰㼑㼟㼕㼓㼚㻌㻭㼣㼍㼞㼐㻌
䝕䝄䜲䞁㈹ཷ㈹

㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ┠䛸䝺䞁䝈䛾
 ಸ⋡㻌 㻰㼜㼠㻚㻌㻌 䝷䜲䝖䜹䝷䞊㻌 䝺䞁䝈䝃䜲䝈㻌 䝺䞁䝈ᮦ㉁㻌 䝺䞁䝈✀㢮㻌 㐺ṇ㊥㞳㻌 ᮏయ䝃䜲䝈㻌 㻌㻌㻌㔜䛥䠄㟁ụྵ䜐䠅㻌 ᮏయ౯᱁㻌 㻶㻭㻺

1586-14 3.5 14 䜽䞊䝹䠄䝩䝽䜲䝖⣔㻤㻜㻜㻜㻷䠅㻌    25䟛䚷㻌 㻌 㻌 㻌 4048347-290940

1586-20   䜽䞊䝹䠄䝩䝽䜲䝖⣔㻤㻜㻜㻜㻷䠅㻌 㻌 㻌 㻌 䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷㻌 㻌 㻌 㻌 㻠㻜㻠㻤㻟㻠㻣㻙㻝㻢㻢㻥㻝㻣

1586-201   䜴䜷䞊䝮䠄䜸䝺䞁䝆⣔㻟㻜㻜㻜㻷䠅㻌        4048347-185345

1586-28 7 28 䜽䞊䝹䠄䝩䝽䜲䝖⣔㻤㻜㻜㻜㻷䠅 㻌 㻌 㻌 䚷䚷䚷䚷10䟛䚷䚷䚷䚷䚷㻌 㻌 㻌 㻌 4048347-290964

 ಸ⋡㻌 㻰㼜㼠㻚㻌㻌 䝺䞁䝈䝃䜲䝈㻌 䝺䞁䝈ᮦ㉁㻌 䝺䞁䝈✀㢮㻌 ᮏయ䝃䜲䝈㻌 㔜䛥㻌 ᮏయ౯᱁㻌 㻶㻭㻺

1565-1㻌 㻞㻚㻤㻌 㻣㻌 㻣㻡㽢㻝㻜㻜䟚㻌 㻌㻼㼄㻹䒆ගᏛᶞ⬡ 䜰䝇䝣䜵䝸䜹䝹䠄㠀⌫㠃䠅㻌 㻝㻜㻜㽢㻝㻜㻜㽢㧗䛥㻝㻜㻡䟚㻌 ⣙㻞㻠㻡䡃䠄㟁ụྵ䜐䠅㻌 ￥14,500 4026158-892140

䖃䝺䞁䝈㻦䝉䝷䝔䜱䝑䜽䕿 䠮䝝䞊䝗䝁䞊䝔䜱䞁䜾㻌㻛㟁ụ䠖༢㻟㟁ụ㻟ᮏ⏝䠄ᒓ䠅

䖃ඹ㏻䚷㟁ụ䠖༢㻟㟁ụ㻟ᮏ⏝䠄ᒓ䠅

スクリボラックス  ー  scribolux －

䖃  䠨䠡䠠䝷䜲䝖䛷㩭䛻ᣑ䛧䜎䛩䚷䚷䚷䚷

䖃㻌㻌㻣㻡㽢㻝㻜㻜㼙㼙䛾ᆺ䝺䞁䝈䛰䛛䜙ᗈ䛔㠃✚䜢୍ᗘ䛻ᣑ䛧䜎䛩

䖃㻌㻌䝺䞁䝈䛾ୗ䛷䚸᭩䛝㎸䜏䜔䛱䜗䛳䛸䛧䛯⣽䛛䛔సᴗ䛜䛷䛝䜎䛩

䚷䚷䚷䠄䝺䞁䝈ୗ䠙⣙㻤㼏㼙䠅

䖃㻌㻌䜶䝑䝅䜵䞁䝞䝑䝝⊂⮬㛤Ⓨ㻼㼄㻹䒆ගᏛᶞ⬡䝺䞁䝈᥇⏝

䚷䚷㻌യ䛜䛝䛻䛟䛟䚸 䜛䛟ᣑ䛧䜎䛩

∀∞∑ᙸ↸↻↺ፗⅼ↚ࡇⅳ᩿ᆢ⇁ɟ࠼⅚↖⇠∙−↙ⅼٻ

1565-1
2.8×

75×100∿

  䠄ᗏ㠃✚䠅
 ಸ⋡㻌 䝺䞁䝈䝃䜲䝈㻌 䝺䞁䝈ᮦ㉁㻌 䝺䞁䝈✀㢮㻌 ᮏయ䝃䜲䝈㻌 㔜䛥䠄㟁ụྵ䜐䠅㻌 ᮏయ౯᱁㻌 㻶㻭㻺

1436-1 2.2 㻟㻟㽢㻢㻠䟚   㻌 㻢㻜㽢㻥㻜㽢㧗䛥㻤㻜䟚㻌 ⣙㻞㻥㻡䡃㻌 ￥18,700 4026158-871985

1436-2 3.6 㻟㻟㽢㻢㻠䟚    㻢㻜㽢㻥㻜㽢㧗䛥㻥㻜䟚㻌 ⣙㻟㻞㻞䡃 ￥20,900 4048347-108061

㻌㻼㼄㻹䒆

ගᏛᶞ⬡
䜰䝇䝣䜵䝸䜹䝹
䠄㠀⌫㠃䠅

マクロラックス  － makrolux －

䖃  ᣑീ䛜䛟䛳䛝䜚䛸ᾋ䛛䜃ୖ䛜䜛䠨䠡䠠䝷䜲䝖

䖃㻌㻌䜶䝑䝅䜵䞁䝞䝑䝝⊂⮬㛤Ⓨ䠬䠩䠴䒆ගᏛᶞ⬡䝺䞁䝈᥇⏝

䚷䚷㻌യ䛜䛝䛻䛟䛟䚸 䜛䛟ᣑ䛧䜎䛩

䖃  䛣䛰䜟䜚䛾䝣䜷䝹䝮

䚷䚷䚷䚷䚷䚷䝕䝇䜽䛻ᗙ䛳䛯ᴦ䛺ጼໃ䛷な䛝㎸䜑䜛䜘䛖

䚷䚷䚷䚷䚷䚷ᩳ䜑๓᪉䛛䜙ᣑീ䛜ぢ䛘䜛タィ

⇭⇟⇕↚ፗⅼⅳ፦ↆⅳ⇻⇏∑∆↝∑∞∀

1436-1 1436-2
2.2×
33×64∿

3.6×
33×64∿

ᗙ䛳䛯≧ែ䛷ぢ䜔䛩䛔䜘䛖䛻

㒊ရ䛜ᒓ䛥䜜䛶䛔䜎䛩

᩼ྶ᩿ἾὅἌ

᩼ྶ᩿ἾὅἌ

Cool Warm
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メナス・ルクス  － menas LUX －

䖃  䠨䠡䠠䝷䜲䝖䛷㩭䛻ᣑ䛧䜎䛩

䖃㻌㻌㩭䜔䛛䛺ᣑീ䛜┠䛻㣕䜃㎸䜏䜎䛩䚷䚷䚷䚷䚷

䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷⨨䛔䛯䛸䛣䜝䛜䜛䛟ᣑ䛥䜜䜎䛩䚹

䖃㻌㻌䝺䞁䝈䛾㝮䚻䜎䛷ṍ䜏䛾䛺䛔ᣑീ䜢ᚓ䜙䜜䜎䛩䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷

䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷㠀⌫㠃䛸䝯䝙䝇䜹䝇䛾ᯛ䝺䞁䝈ᵓᡂ

䖃㻌㻌ㄞ᭩䜔ᩥᏐ䛾☜ㄆ䛻᭱㐺䛺䠏ಸ

≯≨≧∏⇊⇮˄⇭⇟⇕⇮⇩⇽∑∞∀

1438-30
3×
60∿₥

 ಸ⋡㻌 㻌 䝺䞁䝈䝃䜲䝈㻌 䝺䞁䝈ᮦ㉁㻌 䝺䞁䝈✀㢮㻌 ᮏయ䝃䜲䝈㻌 㔜䛥㻌 ᮏయ౯᱁㻌 㻶㻭㻺

1438-30㻌 㻟㻌 㻌 㻢㻜䟚䃥㻌 㻼㼄㻹䒆ගᏛᶞ⬡ 䜰䝇䝣䜵䝸䜹䝹㻗䝯䝙䝇䜹䝇 㻤㻞㽢㻣㻟㽢㧗䛥㻠㻡䟚㻌 ⣙㻝㻞㻤䡃䠄㟁ụྵ䜐䠅㻌 ￥16,300 4048347-227984

䖃ᒓ䠖༢㻟㟁ụ㻝ᮏ䚸ᑓ⏝ᕵ╔䝫䞊䝏

ヴィゾ・ルクス・プラス  － visolux+ －

䖃  䠓䠑㽢㻝㻜㻜㼙㼙䛾䛝䛔䝺䞁䝈䛷䠏ಸ䠄㻝㻞䠠䡌䡐䠅䜢ᐇ⌧

䖃㻌㻌䝺䞁䝈䛾㝮䚻䜎䛷ṍ䜏䛾䛺䛔ᣑീ䜢ᚓ䜙䜜䜎䛩䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷

䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷㠀⌫㠃䛸䝯䝙䝇䜹䝇䛾ᯛ䝺䞁䝈ᵓᡂ㻌 㻌

䖃㻌㻌ෆⶶ䝣䜱䝹䝍䞊䛷䝷䜲䝖䜹䝷䞊䜢ษ䜚᭰䛘䜙䜜䜎䛩䠄ⓑ䞉䜸䝺䞁䝆䠅

≯≨≧∏⇊⇮˄ፗⅼ∑∞∀

1566
3×

75×100∿

 ಸ⋡㻌 㻰㼜㼠㻚㻌㻌 䝺䞁䝈䝃䜲䝈㻌 䝺䞁䝈ᮦ㉁㻌 䝺䞁䝈✀㢮㻌 ᮏయ䝃䜲䝈㻌 㔜䛥㻌 ᮏయ౯᱁㻌 㻶㻭㻺

1566㻌 㻟㻌 㻝㻞㻌 㻣㻡㽢㻝㻜㻜䟚㻌 㻌㻼㼄㻹䒆ගᏛᶞ⬡ 䜰䝇䝣䜵䝸䜹䝹㻗䝯䝙䝇䜹䝇㻌 㻝㻟㻜㽢㻝㻝㻤㽢㧗䛥㻤㻡䟚㻌 ⣙㻟㻥㻞䡃䠄㟁ụྵ䜐䠅㻌 ￥22,000 4048347-389033

䖃ᒓ䠖༢㻟㟁ụ㻟ᮏ䚸ᑓ⏝䜿䞊䝇䚷䝺䞁䝈䠖䝉䝷䝔䜱䝑䜽䒆䝝䞊䝗䝁䞊䝔䜱䞁䜾

䖃㻌㻌䝺䞁䝈㠃䛿๓ഴタィ

䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷ᗈ䛔䝺䞁䝈㠃䜢㝮䚻䜎䛷な䛝㎸䜏䜔䛩䛔

ࠋⓑⰍ࠸ࡍぢࡀᏐᩥࡣ㏻ᖖࡣࢺࣛ
ⓑⰍ࡛ࡉࡋࡪឤࡌሙྜࣥࣞࡣ
ࠋ⬟ྍ࠼᭰ษࢪ

Stand magnifiers

ࢬࣥࣞࢫࢫࢽ࣓

㠀⌫㠃ࣞࣥࡏྜ⤌ࡢࢬ

ࢬࣥࣞࢫࢫࢽ࣓

㠀⌫㠃ࣞࣥࡏྜ⤌ࡢࢬ
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䖃ඹ㏻䚷䝺䞁䝈㻦䝉䝷䝔䜱䝑䜽䕿䒆䝝䞊䝗䝁䞊䝔䜱䞁䜾㻌㻛༢㻞㟁ụ䠎ᮏ⏝䠄㟁ụ䛿ᒓ䛧䛶䛚䜚䜎䛫䜣䚹ู ㏵䛚㈙䛔ồ䜑䛟䛰䛥䛔䠅䚷ᒓရ䠖㍤ᗘㄪ⠇䜻䝱䝑䝥䠄䜲䜶䝻䞊䞉䜸䝺䞁䝆䠅

䖃༢㻞㟁ụ䠎ᮏ⏝䠄㟁ụ䛿ᒓ䛧䛶䛚䜚䜎䛫䜣䚹ู ㏵䛚㈙䛔ồ䜑䛟䛰䛥䛔䠅
䚷㻌ᒓရ䠖㍤ᗘㄪ⠇䜻䝱䝑䝥䠄䜲䜶䝻䞊䞉䜸䝺䞁䝆䠅

㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌㻌䚷䚷䚷䚷┠䛸䝺䞁䝈䛾
㻌 㻌 ಸ⋡㻌 㻰㼜㼠㻚㻌㻌 䝺䞁䝈䝃䜲䝈㻌 䝺䞁䝈ᮦ㉁㻌 䝺䞁䝈✀㢮㻌 㐺ṇ㊥㞳䚷㻌 ᮏయ䝃䜲䝈㻌 㔜䛥䠄㟁ụྵ䜐䠅㻌 ᮏయ౯᱁㻌 㻶㻭㻺

1559-94  3 12 㻤㻜㼙㼙䃥㻌 㻌 㻌 㻞㻡 䟛㻌 100㽢260㽢㧗䛥㻢㻤䟚㻌 ⣙㻟㻝㻞 䡃㻌 ￥16,500 4026158-166906

1554-94  4 16 㻣㻜㼙㼙䃥㻌 㻌 㻌 㻝㻡 䟛㻌 95㽢255㽢㧗䛥㻢㻡䟚 ⣙㻞㻤㻞 䡃 ￥17,100 4026158-768995

1553-94  5 20 㻡㻤㼙㼙䃥㻌 㻌 㻌 㻝㻠 䟛㻌 79㽢235㽢㧗䛥㻢㻜䟚 ⣙㻞㻡㻠 䡃 ￥14,300 4026158-166890

1552-74  6 24 㻡㻜㼙㼙䃥㻌 㻌 㻌 㻝㻜 䟛㻌 69㽢225㽢㧗䛥㻡㻜䟚 ⣙㻞㻞㻜 䡃 ￥15,600 4026158-768780

1551-74  7 28 㻟㻡㼙㼙䃥㻌 㻌 㻌 㻢 䟛㻌 60㽢220㽢㧗䛥㻠㻡䟚 ⣙㻞㻜㻜 䡃 ￥16,500 4026158-768766

1550-74  10 38 㻟㻡㼙㼙䃥㻌 㻌 㻌 㻠 䟛㻌 58㽢220㽢㧗䛥㻟㻡䟚 ⣙㻝㻥㻢 䡃 ￥16,500 4026158-768759

1557-74  12.5 50 㻟㻡㼙㼙䃥㻌 㻌 㻌 㻠 䟛㻌 58㽢220㽢㧗䛥㻟㻡䟚 ⣙㻝㻥㻠 䡃 ￥18,500 4026158-769213

1582-64  2.8 7 㻣㻡㽢㻝㻜㻜䟚㻌 㻌 㻌 㻞㻡 䟛㻌 102㽢285㽢㧗䛥㻤㻠䟚 ⣙㻠㻞㻤 䡃 ￥23,800 4026158-809742

1580-64  3 7.6 㻡㻜㽢㻝㻜㻜䟚㻌 㻌 㻌 㻞㻡 䟛㻌 75㽢285㽢㧗䛥㻤㻠䟚 ⣙㻟㻤㻠 䡃 ￥20,700 4026158-809698

㻌㻼㼄㻹䒆

ගᏛᶞ⬡

㉥䝷䜲䞁

䝎䝤䝹䝺䞁䝈

䜰䝇䝣䜵䝸䜹䝹
䠄㠀⌫㠃䠅

㻌 ಸ⋡㻌 㻰㼜㼠㻚㻌㻌 䝺䞁䝈䝃䜲䝈㻌 ᮏయ౯᱁㻌 㻶㻭㻺

1559-93㻌 㻟㻌 㻝㻞㻌 㻤㻜㼙㼙䃥㻌 ￥6,200 4026158-154675

1554-93㻌 㻠㻌 㻝㻢㻌 㻣㻜㼙㼙䃥㻌 ￥6,700 4026158-135988

1553-93 5 20 㻡㻤㼙㼙䃥 ￥4,000 4026158-135940

1552-73 6 24 㻡㻜㼙㼙䃥 ￥5,300 4026158-114778

1551-73 7 28 㻟㻡㼙㼙䃥 ￥6,200 4026158-114761

1550-73 10 38 㻟㻡㼙㼙䃥 ￥6,200 4026158-114754

1557-73 12.5 50 㻟㻡㼙㼙䃥 ￥8,100 4026158-114808

1582-63 2.8 7 㻣㻡㽢㻝㻜㻜㼙㼙 ￥13,400 4026158-809735

1580-63 3 7.6 㻡㻜㽢㻝㻜㻜㼙㼙 ￥10,300 4026158-809667

㻌 ᮏయ䝃䜲䝈㻌 㔜䛥䠄㟁ụྵ䜐䠅㻌 ᮏయ౯᱁㻌 㻶㻭㻺

1599-40 㻟㻡㼙㼙䃥㽢㻝㻣㻜䟚 ⣙㻝㻢㻜䡃 ￥10,800 4026158-195784

置き型ライトルーペ  － system vario plus －

䖃  䠨䠡䠠䝷䜲䝖䛷㩭䛻ᣑ䛧䜎䛩

䖃㻌㻌┠䛾≧ែ䜔䛖┠ⓗ䛻ྜ䜟䛫䛶䝺䞁䝈䜢䛚㑅䜃䛔䛯䛰䛡䜎䛩䚷䚷䚷䚷䚷

䖃㻌㻌㻝㻡㻤㻞㻙㻢㻠䚸㻝㻡㻤㻜㻙㻢㻠䠖䝽䞁䝍䝑䝏䛷ฟ䛧ධ䜜䛜䛷䛝䜛どㄆᛶ䛾㧗䛔䝎䝤䝹䝺䞁䝈

䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䝺䞁䝈୰ኸ㒊䛾ಸ⋡䛜ୖ䛜䜚䚸⣽䛛䛔ᩥᏐ䛜䛥䜙䛻ㄞ䜏䜔䛩䛟䛺䜚䜎䛩

䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷㯤Ⰽ䛟ග䜙䛫䜛䛣䛸䛷䚸ᚑ᮶ရ䜘䜚どㄆᛶ䛜㧗䜎䜚䜎䛧䛯䚷䚷䚷䚷

䖃㻌㻌㻝㻡㻡㻥㻙㻥㻠䚸㻝㻡㻡㻠㻙㻥㻠䚸㻝㻡㻡㻟㻙㻥㻠䠖ᩥᏐ䜢㏣䛔䜔䛩䛔㉥䝷䜲䞁

䖃㻌㻌䜖䛜䜏䛾ᑡ䛺䛔㠀⌫㠃䝺䞁䝈᥇⏝

䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷ᮏయ䛻䛂┠䛸䝺䞁䝈䛾㐺ṇ㊥㞳䛃䜢⾲♧

㻌㻌㻌㻌㻌䚷䚷䚷㻌㻌䚷䈜┠䛸䝺䞁䝈䛾㐺ṇ㊥㞳䜢Ᏺ䛳䛶⏝䛧䛶䛟䛰䛥䛔

䖃㻌㻌യ䛜䛝䛻䛟䛟䚸 䜛䛟ᣑ䛩䜛㻼㼄㻹䒆ගᏛᶞ⬡䝺䞁䝈᥇⏝

䖃㻌㻌䝦䝑䝗䛸䝷䜲䝖䜾䝸䝑䝥䛾䝉䝑䝖ၟရ䛷䛩䠄༢ရ䛷䜒䛚ồ䜑䛔䛯䛰䛡䜎䛩㻛䈜䜾䝸䝑䝥䛿䛶ඹ㏻䠅

⇾⇩⇯≋−∙⇠≌↗∏⇊⇮˄⇖∐⇩⇽⇁ኵ↮ӳ↾↊↕̅ⅵፗⅼ∑∞∀

1559-94 1553-94 1551-74 1557-74

1554-94 1552-74 1550-74

3×
80∿₥

5×
58∿₥

7×
35∿₥

12.5×
35∿₥

4×
70∿₥

6×
50∿₥

10×
35∿₥

㉥䝷䜲䞁

䠇 䠇

䝎䝤䝹䝺䞁䝈

1582-64

1580-64

2.8×
75×100∿

3×
50×100∿

᩼ྶ᩿ἾὅἌ

䖃ඹ㏻䚷䝺䞁䝈㻦䝉䝷䝔䜱䝑䜽䒆䝝䞊䝗䝁䞊䝔䜱䞁䜾 
㻌㻌㻛䝺䞁䝈ᮦ㉁䠖㻼㼄㻹䒆ගᏛᶞ⬡㻛䝺䞁䝈✀㢮䠖䜰䝇䝣䜵䝸䜹䝹䠄㠀⌫㠃䠅

䝦䝑䝗䛾䜏

䜾䝸䝑䝥䛾䜏

Stand magnifiers

∐∞⇭⇉∙⇖⇭⇟⇕⅙－ reading desk －

1605-1

 ᮦ㉁㻌 ᮏయ䝃䜲䝈㻔ᢡ䜚䛯䛯䜏䠅㻌 㔜䛥㻌 ᮏయ౯᱁㻌 㻶㻭㻺

1605㻌 ᮌ 䠄䜹䜶䝕䠅㻌 㻟㻢㻠㽢㻟㻥㻤㽢㻡㻡䟚㻌 ⣙㻝㻚㻝㼗㼓㻌 ￥10,800 4026158-056276

 ᮦ㉁㻌 㔜䛥㻌 ᮏయ౯᱁㻌 㻶㻭㻺

1605-1㻌 ᮌ 䠄䜹䜶䝕䠅㻌 ⣙㻝㻟㻤㼓㻌 ￥7,700 4026158-056283

1605

㻖䜺䜲䝗䝺䜲䝹䠄ู䠅

䖃㻌㻌䝹䞊䝨䜢䛾䛮䛝䛣䜐䛸䛝䛾ጼໃ䜢ᴦ䛻ಖ䛱䜎䛩
䚷䚷䚷䚷䚷䚷㻌ഴᩳ㻠ẁ㝵ㄪᩚྍ⬟
䖃㻌㻌⨨䛟䝍䜲䝥䛾䝹䞊䝨䜔ᡭ䛷ᣢ䛴䝍䜲䝥䛾䝹䞊䝨䜒ᴦ䛺ጼໃ䛷䛤䜙䜣䛔䛯䛰䛡䜎䛩
䖃㻌㻌㧗ಸ⋡䛾䝹䞊䝨䜢⏝䛥䜜䜛䝻䞊䞂䜱䝆䝵䞁䛾᪉䛻䜒䛚䛩䛩䜑䛷䛩
䖃㻌㻌ㄞ䜏䛯䛔䜒䛾䜢䛧䛳䛛䜚ᢲ䛥䛘䜛䜽䝷䞁䝥

䜺䜲䝗䝺䜲䝹

㻖䜽䝷䞁䝥

启
吚
吠
䠇L

E
D

呀
叻
吟

吇
呁
吚
吮
叏
吒
吚
吟
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メナス・ズーム   ー menas zoom －

デスクトップルーペ
－ bright field magnifiers / makro plus aspheric －

バールーペ  － reading bars －

－ bright field maginifiers － － makro plus aspheric －

䖃  ⨨䛔䛯䜎䜎䛷ಸ⋡䜢ኚ䛘䜙䜜䜎䛩䚷䚷䚷䚷㻌㻞㻚㻞ಸ䛛䜙㻟㻚㻠ಸ䜎䛷䛾䠑ẁ㝵ㄪ⠇

䖃㻌㻌㧗ಸ⋡䠄㻟㻚㻠ಸ䠅䜒┠䜢㏆䛵䛡䜛䛣䛸䛺䛟䚸ᴦ䛺ጼໃ䛷ぢ䜙䜜䜎䛩

䖃㻌㻌䜖䛜䜏䜢ᢚ䛘䚸䝺䞁䝈䛾㝮䚻䜎䛷䛿䛳䛝䜚䛸䛧䛯ᣑീ䛜ᚓ䜙䜜䜎䛩

䖃㻌㻌㻝㻠㻞㻜䚸㻝㻠㻞㻝䚸㻝㻠㻞㻠䠖ග䜢㞟䜑䜛タィ䛰䛛䜙䚸 䜛䛟ᣑ䛧䜎䛩

䖃㻌㻌㻝㻠㻞㻝䚸㻝㻠㻞㻠䠖ᣢ䛱䜔䛩䛟䚸䝺䞁䝈䜢Ᏺ䜛㯮ᯟ

䖃㻌㻌㻝㻠㻞㻝䠖ㄞ䜏ྲྀ䜚䛻౽䛺㉥䝷䜲䞁ධ䜚

䖃  ㄞ䜏ྲྀ䜚䛻౽䛺㉥䝷䜲䞁ධ䜚

䖃  യ䛜䛝䛻䛟䛟䚸 䜛䛟ᣑ䛩䜛㻼㼄㻹䒆ගᏛᶞ⬡䝺䞁䝈᥇⏝

䖃  䝕䝇䜽䛻ᗙ䛳䛶な䛝㎸䜏䜔䛩䛔≉Ṧタィ

䖃㻌㻌യ䛜䛝䛻䛟䛟䚸 䜛䛟ᣑ䛩䜛㻼㼄㻹䒆ගᏛᶞ⬡䝺䞁䝈᥇⏝

∀∞∑ፗⅼ∆∞⇠↺↻↸ⅷ٭⇁ྙ̿

⇭⇟⇕↚˩ӳⅵፗⅼ∑∞∀

್ⅼ↳ጏⅼ↝૨ᇘ⇁ɟᘍ↔↓ᄩܱ↚ᛠ↯↰↚˺↸↻∑∞∀

1438-8
2.2⁷⊡3.4×

65∿₥

㻌 ಸ⋡㻌 䝺䞁䝈䝃䜲䝈㻌 䝺䞁䝈ᮦ㉁㻌 䝺䞁䝈✀㢮㻌 ᮏయ䝃䜲䝈㻌 㔜䛥㻌 ᮏయ౯᱁㻌 㻌 㻶㻭㻺

1420 1.8 㻢㻡㼙㼙䃥   㻢㻡㼙㼙䃥㽢㻠㻟䟚㻌 ⣙㻞㻤㻜 䡃㻌 ￥10,800  4026158-054746

1421 1.8 㻢㻡㼙㼙䃥   㻣㻠㼙㼙䃥㽢㻠㻡䟚㻌 ⣙㻞㻥㻡 䡃㻌 ￥11,900  4026158-054753

1424 1.8 㻠㻡㼙㼙䃥   㻠㻥㼙㼙䃥㽢㻞㻤䟚㻌 ⣙㻠㻜 䡃㻌 ￥6,400  4026158-154699

1426 1.8 35㽢50mm   37㽢65㽢㻠㻡䟚㻌 ⣙㻥㻤 䡃㻌 ￥12,500  4026158-126023

1436 2.2 33㽢64mm   35㽢91㽢㻣㻠䟚㻌 ⣙㻝㻥㻤 䡃㻌 ￥15,200  4026158-054814

㻌 ಸ⋡㻌 䝺䞁䝈䝃䜲䝈㻌 䝺䞁䝈ᮦ㉁㻌 䝺䞁䝈✀㢮㻌 ᮏయ䝃䜲䝈㻌 㔜䛥㻌 ᮏయ౯᱁㻌 㻶㻭㻺

2605 1.8 㻞㻡㽢㻞㻜㻜䟚    㻞㻡㽢㻞㻞㻞㽢㻝㻞䟚㻌 ⣙㻡㻤 䡃㻌 ￥4,200 4026158-059093

2606 2 㻞㻢㽢㻝㻞㻞䟚  㻌 䜰䝇䝣䜵䝸䜹䝹㻔 㠀⌫㠃㻕 㻞㻢㽢㻝㻞㻞㽢㻞㻜䟚㻌 ⣙㻢㻤 䡃㻌 ￥6,600 4026158-059109

2608 1.8 㻟㻡㽢㻞㻡㻜䟚    㻟㻡㽢㻞㻡㻜㽢㻝㻤䟚㻌 ⣙㻝㻠㻞 䡃㻌 ￥10,000 4026158-059123

1420 1421 14241.8×
65∿₥

1.8×
65∿₥

1.8×
45∿₥

1426

2605 2606 2608

1436
1.8×
35×50∿

1.8×
25×200∿

2×
26×122∿

1.8×
35×250∿

2.2×
33×64∿

Stand magnifiers

㻌 ಸ⋡㻌 䝺䞁䝈䝃䜲䝈㻌 䝺䞁䝈ᮦ㉁㻌 䝺䞁䝈✀㢮㻌 ᮏయ䝃䜲䝈㻌 㔜䛥㻌 ᮏయ౯᱁㻌 㻶㻭㻺

1438-8㻌 㻞㻚㻞䚸㻞㻚㻡䚸2.8䚸㻟㻚㻝䚸㻟㻚㻠㻌 㻢㻡㼙㼙䃥㻌 㻼㼄㻹䒆ගᏛᶞ⬡㻌 䜰䝇䝣䜵䝸䜹䝹䠄㠀⌫㠃䠅㻗䝯䝙䝇䜹䝇㻌 䚷㻤㻜䟚䃥㽢㧗䛥㻟㻤䟚䠄᭱㻡㻜䟚䠅 ⣙㻝㻟㻞㼓㻌 ￥18,000 4048347-166924

㻼㼄㻹䒆ගᏛᶞ⬡
䜰䝇䝣䜵䝸䜹䝹䠄㠀⌫㠃䠅

ගᏛ䜺䝷䝇

㻼㼄㻹䒆ගᏛᶞ⬡

᩼ྶ᩿ἾὅἌ ᩼ྶ᩿ἾὅἌ

᩼ྶ᩿ἾὅἌ

ࢬࣥࣞࢫࢫࢽ࣓

㠀⌫㠃ࣞࣥࡏྜ⤌ࡢࢬ
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ハンドスタンドルーペ  － combi-plus －

デスクリーダー   － viso-lux －

䖃  ᡭ䛷ᣢ䛴䛣䛸䜒䚸⨨䛔䛶ぢ䜛䛣䛸䜒䛷䛝䜛䝹䞊䝨

䖃㻌㻌ᗙ䛳䛯䜎䜎䛾ᴦ䛺ጼໃ䛷な䛝㎸䜑䜎䛩

䖃㻌㻌䛝䛺䝺䞁䝈䛾䝹䞊䝨䜢䛚᥈䛧䛾᪉䛻

䖃㻌㻌䛂⬮䛃䜢䛯䛯䜑䜀ᡭᣢ䛱䝹䞊䝨䛻

䖃㻌㻌䜖䛜䜏䛾ᑡ䛺䛔㠀⌫㠃䝺䞁䝈᥇⏝

䚷䚷䚷䚷䚷㻌㻌㻌ᮏయ䛻䛂┠䛸䝺䞁䝈䛾㐺ṇ㊥㞳䛃䜢⾲♧

䚷䚷䚷䚷䚷䚷㻌䈜┠䛸䝺䞁䝈䛾㐺ṇ㊥㞳䜢Ᏺ䛳䛶⏝䛧䛶䛟䛰䛥䛔

䖃㻌㻌䜶䝑䝅䜵䞁䝞䝑䝝⊂⮬㛤Ⓨ㻼㼄㻹䒆ගᏛᶞ⬡䝺䞁䝈᥇⏝

䚷䚷㻌യ䛜䛝䛻䛟䛟䚸 䜛䛟ᣑ䛧䜎䛩

䖃  な䛝㎸䜏䜔䛩䛔䜘䛖䚸䝺䞁䝈䛾ゅᗘㄪ⠇䛜䛷䛝䜎䛩

䖃㻌㻌䛝䛺䝺䞁䝈䛾䝹䞊䝨䜢䛚᥈䛧䛾᪉䛻

䖃㻌㻌䝎䝤䝹䝺䞁䝈䝍䜲䝥䚷䚷㻌㻌㻌㻌㻌ୗ䛾䝺䞁䝈䜢ྲྀ䜚እ䛩䛸ಸ⋡䛜ኚ䛘䜙䜜䜎䛩

䖃㻌㻌䜶䝑䝅䜵䞁䝞䝑䝝⊂⮬㛤Ⓨ㻼㼄㻹䒆ගᏛᶞ⬡䝺䞁䝈᥇⏝

䚷䚷㻌യ䛜䛝䛻䛟䛟䚸 䜛䛟ᣑ䛧䜎䛩

∀∞∑↺Ꭵ↝ɥ↖ↈૼ↳ע↙ⅼٻ

∀∞∑᭗̿ྙ⇁ܱྵↆፗⅼ∝ࢲӝٻ↖⇠∙−∑⇼⇦

 ಸ⋡㻌 㻰㼜㼠㻚㻌㻌 䝺䞁䝈䝃䜲䝈㻌 䝺䞁䝈ᮦ㉁㻌 䝺䞁䝈✀㢮㻌 ┠䛸䝺䞁䝈䛾㐺ṇ㊥㞳㻌 ᮏయ䝃䜲䝈㻌 㔜䛥㻌 ᮏయ౯᱁㻌 㻶㻭㻺

2031 2.6 6.3 㻡㻜㽢㻝㻜㻜䟚     㻝㻝㻤㽢㻢㻡㽢㻞㻞䟚䠄⬮䛾㛗䛥㻡㻟䟚䠅㻌 ⣙㻝㻡㻜 䡃㻌 ￥11,600 4026158-058645

2032 2.8 7 㻣㻡㽢㻝㻜㻜䟚     㻝㻞㻜㽢㻥㻠㽢㻞㻥䟚䠄⬮䛾㛗䛥㻣㻡䟚䠅㻌 ⣙㻞㻠㻡 䡃㻌 ￥16,000 4026158-058669

2034 3.5 10 㻡㻜㽢㻣㻡䟚     㻥㻟㽢㻢㻡㽢㻞㻜䟚䠄⬮䛾㛗䛥㻡㻟䟚䠅㻌 ⣙㻝㻜㻡 䡃㻌 ￥10,500 4026158-058683

2036 2.6 6.3 㻡㻜㽢㻝㻜㻜䟚     㻝㻝㻤㽢㻢㻡㽢㻞㻞䟚䠄⬮䛾㛗䛥㻡㻟䟚䠅㻌 ⣙㻝㻡㻜 䡃㻌 ￥11,600 4026158-058706

㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ┠䛸䝺䞁䝈䛾
 ಸ⋡ Dpt.㻌㻌 䝺䞁䝈䝃䜲䝈㻌 䝺䞁䝈ᮦ㉁㻌 䝺䞁䝈✀㢮㻌 㐺ṇ㊥㞳㻌 ᮏయ䝃䜲䝈㻌 㔜䛥㻌 ᮏయ౯᱁㻌 㻶㻭㻺

2636-11 㻞㻚㻤㻛㻟㻚㻤㻌 㻣㻛㻝㻝 㻣㻡㽢㻝㻜㻜䟚   㻞㻡䟛 㻌 㻝㻜㻡㽢㻝㻠㻡㽢㻥㻜䟚㻌 ⣙㻟㻢㻜䡃㻌 ￥19,100 4026158-138781

2031 2032 2034 2036
2.6×

50×100∿

2.8×
75×100∿

3.5×
50×75∿

2.6×
50×100∿

ᣢ䛱㐠䜃䛻౽䛺
䜿䞊䝇

䖃ඹ㏻䚷䝺䞁䝈㻦䝉䝷䝔䜱䝑䜽䒆 䝝䞊䝗䝁䞊䝔䜱䞁䜾

䖃䝺䞁䝈䚷䝉䝷䝔䜱䝑䜽䒆 㻌䝝䞊䝗䝁䞊䝔䜱䞁䜾

2636-11

2.8×/3.8×
75×100∿

㻼㼄㻹䒆

ගᏛᶞ⬡

㻼㼄㻹䒆

ගᏛᶞ⬡

䜰䝇䝣䜵䝸䜹䝹
㻔 㠀⌫㠃㻕

䜰䝇䝣䜵䝸䜹䝹
㻔 㠀⌫㠃㻕

㻞㻡䟛

᩼ྶ᩿ἾὅἌ

᩼ྶ᩿ἾὅἌ

Stand magnifiers
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Ӗද
ႆද

スタンドルーペ　－ stand magnifiers with adjustable arm －

ネックルーペ　－ round-the-neck magnifiers  －

䖃  㻝㻜㻜㽢㻝㻠㻜䟚䛾䠎ಸᆺ䝺䞁䝈䛾䝹䞊䝨

䖃  㡹䛺䝅䝱䝣䝖䛿ከᑡ䛾ື䛾ᙳ㡪䜢ཷ䛡䜎䛫䜣

䖃㻌㻌ᒓ䛾䜂䜒䛷㤳䛛䜙䛡䚸⬚ඖ䛻䝺䞁䝈䜢ᅛᐃ䛧䛶䛔䜎䛩

䖃㻌㻌㻞㻢㻣㻤䠖㻝㻠㻜㽢㻝㻜㻜䟚䛾䠎ಸᆺ䝺䞁䝈䛾䝹䞊䝨

䚷䚷䚷䚷䚷䚷ᑠ䝺䞁䝈䠄㻠ಸ䠅

䖃㻌㻌䛝䛔䝺䞁䝈䛿ぢ䜔䛩䛟䚸㛗㛫䛾సᴗ䛻ྥ䛔䛶䛔䜎䛩

䖃㻌㻌䝡䞊䝈่⧆䚸⦅䜏≀䛺䛹䛾⣽䛛䛔సᴗ䜢క䛖㊃䛻䛚䛩䛩䜑

˺ಅ↳ᛠ↚̝М↙⇟⇥∙⇯∑∞∀

ᬍ↚ੑↀ↕̅ⅵ∑∞∀

2774 2774-277901
2×

100×140∿

2.8×
75×100∿

 ಸ⋡㻌 㻰㼜㼠㻚㻌㻌 䝺䞁䝈䝃䜲䝈㻌 䝺䞁䝈ᮦ㉁㻌 䝺䞁䝈✀㢮㻌 ᮏయ䝃䜲䝈㻌 㔜䛥㻌 ᮏయ౯᱁㻌 㻶㻭㻺

2678㻌 㻞㻌 㻞㻚㻢㻌 㻝㻜㻜 㽢㻝㻠㻜㼙㼙㻌 㻌㻼㼄㻹䒆ගᏛᶞ⬡ 䜰䝇䝣䜵䝸䜹䝹䠄㠀⌫㠃䠅㻌 㻝㻥㻡㽢㻝㻢㻡㽢㻝㻥䟚㻌 ⣙㻞㻤㻟 䡃㻌 ￥10,800 4026158-059611

2677㻌 㻞㻌 㻟㻚㻞㻌 㻝㻜㻜㼙㼙䃥㻌 㻌㻼㼄㻹䒆ගᏛᶞ⬡ 䝞䜲䝁䞁䝧䝑䜽䝇䠄୧㠃ྍど䠅㻌 㻞㻝㻠㽢㻝㻟㻜㽢㻝㻡䟚㻌 ⣙㻝㻥㻡 䡃㻌 ￥6,200 4026158-059604

䖃㻞㻢㻣㻤䠖ᑠ䝺䞁䝈䠄㻠ಸ䠅䚷䚷䖃㻞㻢㻣㻣䠖ཷὀⓎὀ

ὼ  maxi-plus  ὼ
ὼ  economy  ὼ

᩼ྶ᩿ἾὅἌ ἢỶἅὅἫἕἁἋ

䠐ಸᑠ䝺䞁䝈䛝䠄㻞㻢㻣㻤 䛾䜏䠅

2678
2×

140×100∿ 2677

Stand magnifiers / Round-the-neck magnifiers 

᩼ྶ᩿ἾὅἌ

 ಸ⋡㻌 㻰㼜㼠㻚㻌㻌 䝺䞁䝈䝃䜲䝈㻌 䝺䞁䝈ᮦ㉁㻌 䝺䞁䝈✀㢮㻌 ᮏయ䝃䜲䝈㻌 㔜䛥㻌 ᮏయ౯᱁㻌 㻶㻭㻺

2774 2 2.6 㻝㻜㻜㽢㻝㻠㻜䟚     ⣙㻞㻚㻟㼗㼓㻌 ￥38,500 4026158-059666

2774-277901 2.8 7 㻣㻡㽢㻝㻜㻜䟚    ⣙㻞㻚㻞㼗㼓㻌 ￥36,000 4560264-111677

㻼㼄㻹䒆

ගᏛᶞ⬡
䜰䝇䝣䜵䝸䜹䝹
㻔 㠀⌫㠃㻕

ྎ䝃䜲䝈䠍䠔㼏㼙䃥㽢㧗䛥
䠎䠎㼏㼙 䜰䞊䝮㛗㻟㻟㼏㼙

 ಸ⋡㻌 㻰㼜㼠㻚㻌㻌 䝺䞁䝈䝃䜲䝈㻌 䝺䞁䝈ᮦ㉁㻌 䝺䞁䝈✀㢮㻌 㔜䛥㻌 ᮏయ౯᱁㻌 㻌 㻶㻭㻺

2782-01㻌 㻞㻌 㻞㻚㻢㻌 㻝㻜㻜 㽢㻝㻠㻜㼙㼙㻌 㻌㻼㼄㻹䒆ගᏛᶞ⬡ 䜰䝇䝣䜵䝸䜹䝹䠄㠀⌫㠃䠅㻌 ⣙㻞㻠㻜 䡃㻌 ￥15,200  4026158-059864

2779-01㻌 㻞㻚㻤㻌 㻣㻌 㻣㻜 㽢㻝㻜㻜㼙㼙㻌 㻌㻼㼄㻹䒆ගᏛᶞ⬡ 䜰䝇䝣䜵䝸䜹䝹䠄㠀⌫㠃䠅㻌 ⣙㻝㻢㻠 䡃㻌 ￥12,700  4026158-059802 

交換レンズ

2×
100∿₥
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マックス・シリーズ　－ MAX series － ᙻࡇᛦራ˄⇹∋⇈∞

 

  

  

  

ų

ὼ MAX  detail㻌㻌䝬䝑䜽䝇 䞉 䝕䜱䝔䞊䝹䚷䝣䜵䜲䝇䝸䝣䝖㻌ὼ䚷

ὼ MAX  TV㻌㻌䝬䝑䜽䝇 䞉 䝔䜱䞊䝡䞊㻌䚷䝣䜵䜲䝇䝸䝣䝖㻌ὼ䚷

ὼ MAX  detail-clip㻌㻌䝬䝑䜽䝇 䞉 䝕䜱䝔䞊䝹䜽䝸䝑䝥㻌ὼ䚷

䖃㻌㻌║㙾䝍䜲䝥䛾䝡䝳䜰䞊

䖃㻌㻌ᡭඖ䜢䠎ಸ䛻ᣑ䛧䜎䛩

䚷䚷䚷䚷䚷䚷↔Ⅼ㊥㞳䠖㻠㻜㼏㼙๓ᚋ

䚷䚷䚷䚷䚷䚷ᚑ᮶ရ䜘䜚䜒సᴗ㊥㞳䛜ྲྀ䜜䚸ᴦ䛺ጼໃ䛷సᴗ䛜䛷䛝䜎䛩

䖃㻌㻌ᕥྑ⊂❧どᗘㄪ⠇ᶵ⬟䠄㻌㻙㻟㻚㻜㻜䡚䠇㻟㻚㻜㻜㻰㼜㼠㻚䛾⠊ᅖෆ䛷ㄪᩚ䠅㻌

䚷䚷䚷䚷䚷䚷䛝䛟ぢ䛘䜛䛰䛡䛷䛺䛟䚸䛿䛳䛝䜚䛸䛧䛯ᣑീ䛜ᚓ䜙䜜䜎䛩

䖃㻌㻌䜎䛷䛾䝹䞊䝨䛷䛿↔Ⅼ㊥㞳䛜ྜ䜟䛺䛔᪉䛻䜒䛚䛩䛩䜑䛷䛩

䖃㻌㻌ᡭⱁ䜔ᶍᆺ䛺䛹䛾㊃䛿䜒䛱䜝䜣䚸ṑ⛉ᴗ⏺䛺䛹ᑓ㛛ศ㔝䛷䜒

䚷䚷㻌ᗈ䛟䜟䜜䛶䛔䜎䛩

䈜㻌㻌║㙾䛾ୖ䛛䜙䛿䛡䜙䜜䜎䛫䜣

䖃㻌㻌║㙾䝍䜲䝥䛾䝡䝳䜰䞊

䖃㻌㻌㐲䛟䜢⣙䠎ಸ䛻ᣑ䛧䜎䛩

䚷䚷䚷䚷䚷䚷↔Ⅼ㊥㞳䠖㻞㼙๓ᚋ䡚䌲

䖃㻌㻌ᕥྑ⊂❧どᗘㄪ⠇ᶵ⬟䠄㻌㻙㻟㻚㻜㻜䡚䠇㻟㻚㻜㻜㻰㼜㼠㻚䛾⠊ᅖෆ䛷ㄪᩚ䠅㻌

䚷䚷䚷䚷䚷䚷䛝䛟ぢ䛘䜛䛰䛡䛷䛺䛟䚸䛿䛳䛝䜚䛸䛧䛯ᣑീ䛜ᚓ䜙䜜䜎䛩

䖃㻌㻌䝔䝺䝡䜢ぢ䜛䛾䛿䜒䛱䜝䜣䚸║㙾ᆺ║㙾䛸䛧䛶䜒䛚䛔䛔䛯䛰䛡䜎䛩

䈜㻌㻌║㙾䛾ୖ䛛䜙䛿䛡䜙䜜䜎䛫䜣

䖃㻌㻌䛚ᣢ䛱䛾║㙾䛻䛿䛥䜣䛷䛔䜎䛩

䖃㻌㻌ᡭඖ䜢䠎ಸ䛻ᣑ䛧䜎䛩

䚷䚷䚷䚷䚷䚷↔Ⅼ㊥㞳䠖㻟㻡㼏㼙๓ᚋ

䚷䚷䚷䚷䚷䚷ᚑ᮶ရ䜘䜚䜒సᴗ㊥㞳䛜ྲྀ䜜䚸ᴦ䛺ጼໃ䛷సᴗ䛜䛷䛝䜎䛩

䖃㻌㻌䜎䛷䛾䝹䞊䝨䛷䛿↔Ⅼ㊥㞳䛜ྜ䜟䛺䛔᪉䛻䜒䛚䛩䛩䜑䛷䛩

1624-51

1624-11

2×
ᙻࡇᛦራ
ೞᏡ˄

2.1×
ᙻࡇᛦራ
ೞᏡ˄

䝔䞁䝥䝹㒊䛜ㄪᩚ䛷䛝䚸
䝣䜱䝑䝖ឤ䛜㧗䜎䜚䜎䛧䛯

║㙾䛻ྲྀ䜚䛡䛯ሙྜ
䠄║㙾䛿ᒓ䛧䜎䛫䜣䠅

䜟䛺䛔䛸䛝䛿
ୖ䛻㊴䛽ୖ䛢䜙䜜䜎䛩

1624-6 2×

䝔䞁䝥䝹㒊䛜ㄪᩚ䛷䛝䚸
䝣䜱䝑䝖ឤ䛜㧗䜎䜚䜎䛧䛯

 ಸ⋡㻌 ↔Ⅼ㊥㞳㻌 㻼㻰㻔 ▖Ꮝ㛫㊥㞳䠅㻌 䝺䞁䝈ᮦ㉁㻌 䝺䞁䝈✀㢮㻌 ᮏయ䝃䜲䝈㻌 㔜䛥㻌 ᮏయ౯᱁㻌 㻶㻭㻺

1624-51どᗘㄪᩚᶵ⬟ 2 㻠㻜㼏㼙 ๓ᚋ䜎䛷㻌 㻢㻜 䡚㻢㻤㼙㼙㻌 㻌  㻟㻜㽢㻝㻠㻡㽢ዟ⾜㻝㻟㻡䟚㻌 ⣙㻠㻥 䡃㻌 ￥12,500 4048347-202417

1624-6　 2 㻟㻡㼏㼙 ๓ᚋ䜎䛷 㻢㻞 䡚㻣㻜㼙㼙   㻞㻢㽢㻥㻝㽢ዟ⾜㻡㻡䟚㻌 ⣙㻞㻟 䡃㻌 ￥14,500 4048347-108085

1624-11どᗘㄪᩚᶵ⬟㻌 㻞㻚㻝㻌 㻞㼙 ๓ᚋ䡚䌲㻌 㻢㻜 䡚㻢㻤㼙㼙    㻟㻜㽢㻝㻠㻡㽢ዟ⾜㻝㻟㻡䟚㻌 ⣙㻠㻥 䡃㻌 ￥12,500 4048347-202400

䖃ඹ㏻䚷ᒓ䠖ᑓ⏝䜿䞊䝇

MAX series

䜰䝇䝣䜵䝸䜹䝹
䠄㠀⌫㠃䠅
㻗

䝥䝷䝜䝁䞁䜿䞊䝤

㻼㼄㻹䒆

ගᏛᶞ⬡

᩼ྶ᩿ἾὅἌ

ᡈẪửᙸỦểẨẅ㸦↔Ⅼ㊥㞳㸸��FP ๓ᚋ㸧

ᢒẪửᙸỦểẨẅẅίໜុᩉ ᾉ ᵐ ᾼЭࢸ῍Ṃὸ
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ラボ・シリーズ　－ labo-clip / labo-med / labo-comfort － ˺ಅဇ∑∞∀

ὼ labo-clip    䝷䝪 䞉 䜽䝸䝑䝥㻌ὼ䚷䚷║㙾䛻䛿䛥䜐䜽䝸䝑䝥䝍䜲䝥

ὼ labo-med      䝷䝪 䞉 䝣䝺䞊䝮㻌ὼ䚷䚷║㙾䛾䜘䛖䛻⪥䛻䛡䜛䝣䝺䞊䝮䝍䜲䝥

䖃㻌㻌䜽䝸䝑䝥䜢䛚ᣢ䛱䛾║㙾䛻ྲྀ䜚䛡䛶䛔䜎䛩

䖃㻌㻌㉸㍍㔞䠄䝺䞁䝈㻗䜽䝸䝑䝥㻩⣙㻝㻠㼓䡚㻞㻞㼓䠅

䚷䚷䚷䚷䚷䚷㻌㛗㛫䛾⏝䛷䜒㔜䜏䜢ឤ䛨䜎䛫䜣

䖃㻌㻌㻌䝺䞁䝈䛿㻢✀㢮䛾ಸ⋡䛛䜙䛚㑅䜃䛔䛯䛰䛡䜎䛩

䚷䚷䚷䚷䚷䚷㻌ಸ⋡䛻䜘䛳䛶సᴗ㊥㞳䠄↔Ⅼ㊥㞳䠅䛜␗䛺䜚䜎䛩

䖃㻌㻌㻌㻌䝺䞁䝈䠍ᯛ䝉䝑䝖䛸䠎ᯛ䝉䝑䝖䛜䛒䜚䜎䛩

䖃㻌㻌║㙾䛾䜘䛖䛻⪥䛻䛡䛶䛔䜎䛩

䖃㻌㻌㍍ྜ㔠䝣䝺䞊䝮䛰䛛䜙䚸㍍䛔䛡ᚰᆅ

䖃㻌㻌䛚ᣢ䛱䛾║㙾䛾ୖ䛻㔜䛽䛶䜒䛘䜎䛩

䖃㻌㻌䜰䞊䝮㒊ศ䛿⨨䛾ㄪ⠇䛜䛷䛝䜎䛩

䖃㻌㻌䝺䞁䝈䛿㻢✀㢮䛾ಸ⋡䛛䜙䛚㑅䜃䛔䛯䛰䛡䜎䛩

䚷䚷䚷䚷䚷䚷㻌ಸ⋡䛻䜘䛳䛶సᴗ㊥㞳䠄↔Ⅼ㊥㞳䠅䛜␗䛺䜚䜎䛩

䖃㻌㻌䝺䞁䝈䠍ᯛ䝉䝑䝖䛸䛚ᚓ䛺䠎ᯛ䝉䝑䝖䛜䛒䜚䜎䛩

䈜║㙾䛿ᒓ䛧䛶䛔䜎䛫䜣

୧║䝺䞁䝈 ∦║䝺䞁䝈

1.7× 2× 2.5× 4×3× 7×

୧║䝺䞁䝈

୧║䝺䞁䝈

୧║䝺䞁䝈

୧║䝺䞁䝈

୧║䝺䞁䝈

୧║䝺䞁䝈

∦║䝺䞁䝈

∦║䝺䞁䝈

∦║䝺䞁䝈

∦║䝺䞁䝈

∦║䝺䞁䝈

 ಸ⋡㻌 సᴗ㊥㞳㻌 䝺䞁䝈㻗䜽䝸䝑䝥䛾㔜䛥

 ���� ⣙ ��FP� ⣙ ��J

� �� ⣙ ��FP� ⣙ ��J

����� ⣙ ��FP� ⣙ ��J

� �� ⣙ ��FP� ⣙ ��J

� �� ⣙ ���FP� ⣙ ��J

� �� ⣙ ���FP� ⣙ ��J

㻌ಸ⋡㻌 సᴗ㊥㞳㻌 䝺䞁䝈㻗䝣䝺䞊䝮䛾㔜䛥

㻌㻝㻚㻣㻌 ⣙ 㻠㻜㼏㼙㻌 ⣙ 㻞㻠㼓

㻌 㻞㻌 ⣙ 㻞㻡㼏㼙㻌 ⣙ 㻞㻞㼓

㻌㻞㻚㻡㻌 ⣙ 㻝㻤㼏㼙㻌 ⣙ 㻞㻢㼓

㻌 㻟㻌 ⣙ 㻝㻟㼏㼙㻌 ⣙ 㻟㻜㼓

㻌 㻠㻌 ⣙ 㻡㻚㻡㼏㼙㻌 ⣙ 㻞㻠㼓

㻌 㻣㻌 ⣙ 㻟㻚㻞㼏㼙㻌 ⣙ 㻞㻢㼓

  ಸ⋡㻌 ᮏయ౯᱁䚷䚷䚷 㻶㻭㻺

 1646-17 1.7  4026158-057013

1646-20 2  4026158-057020 

1646-25 2.5  4026158-057037

 1646-30 3  4026158-057044

 1646-40 4  4026158-057051

1646-70 7  4026158-057068

  ಸ⋡㻌 ᮏయ౯᱁䚷䚷䚷䚷 㻶㻭㻺

 1644-50 1.7  4026158-056870

1644-51 2  4026158-056894 

1644-52 2.5  4026158-056900

 1644-53 3  4026158-056917

 1644-54 4  4560264-110557

1644-57 7  4560264-110564

㻌 㻌 ಸ⋡㻌 ᮏయ౯᱁䚷䚷㻌 㻶㻭㻺

 㻝㻢㻠㻢㻙㻞㻜㻝㻌 㻝㻚㻣䚸 㻞㻌 㻌 㻠㻡㻢㻜㻞㻢㻠㻙㻝㻝㻜㻠㻣㻞

㻝㻢㻠㻢㻙㻞㻜㻞㻌 㻝㻚㻣䚸 㻞㻚㻡㻌 㻌 4560264-110489 

1646-203 㻝㻚㻣䚸 㻟  4560264-110496

㻌㻝㻢㻠㻢㻙㻞㻝㻞㻌 㻞䚸 㻞㻚㻡㻌 㻌 4026158-721044

㻌㻝㻢㻠㻢㻙㻞㻝㻟㻌 㻞䚸 㻟㻌 㻌 4560264-110502

㻝㻢㻠㻢㻙㻞㻞㻟㻌 㻞㻚㻡䚸 㻟㻌 㻌 4560264-110519

㻝㻢㻠㻢㻙㻞㻠㻣㻌 㻠䚸 㻣㻌 㻌 4560264-110526

  ಸ⋡㻌 ᮏయ౯᱁䚷䚷䚷䚷䚷 㻶㻭㻺

㻌㻝㻢㻠㻠㻙㻡㻜㻝㻌 㻝㻚㻣䚸 㻞㻌 㻌 㻠㻡㻢㻜㻞㻢㻠㻙㻝㻝㻜㻡㻣㻝

㻝㻢㻠㻠㻙㻡㻜㻞㻌 㻝㻚㻣䚸 㻞㻚㻡㻌 㻌 4560264-110588 

1644-503 㻝㻚㻣䚸 㻟  4560264-110595

 1644-5㻝㻞㻌 㻞䚸 㻞㻚㻡㻌 㻌 4560264-110601

 1644-5㻝㻟㻌 㻞䚸 㻟㻌 㻌 4560264-110618

1644-5㻞㻟㻌 㻞㻚㻡䚸 㻟㻌 㻌 4560264-110625

㻝㻢㻠㻠㻙㻡㻠㻣㻌 㻠䚸 㻣㻌 㻌 4560264-111035

୧║䝺䞁䝈 ∦║䝺䞁䝈

1.7× 2× 2.5× 4×3× 7×

䜰䞊䝮
䠄䜰䞊䝮㒊ศ䛿⨨䛾ㄪ⠇䛜䛷䛝䜎䛩䠅

Labo series

￥8,000

￥14,100

￥12,100

￥18,200

䖃ඹ㏻䚷䝺䞁䝈䠖㻼㼄㻹䒆ගᏛᶞ⬡

䝂䝮⟶䛝䛺䛾䛷 

║㙾䛾䝺䞁䝈䜢യ䛴䛡䜎䛫䜣

䖃ඹ㏻䚷䝺䞁䝈䠖㻼㼄㻹䒆ගᏛᶞ⬡

䖃ඹ㏻䚷䝺䞁䝈䠖㻼㼄㻹䒆ගᏛᶞ⬡

䖃ඹ㏻䚷䝺䞁䝈䠖㻼㼄㻹䒆ගᏛᶞ⬡

吆
呁
吚
吮
䠇
呃
呉
向
咆
ᯛ
吒
吚
吟

听
呃
呎
吷
䠇
呃
呉
向
咆
ᯛ
吒
吚
吟

听
呃
呎
吷
䠇
呃
呉
向
咇
ᯛ
吒
吚
吟
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୧║䝺䞁䝈

୧║䝺䞁䝈

୧║䝺䞁䝈

 ಸ⋡㻌 సᴗ㊥㞳

㻌㻝㻚㻣㻌 ⣙ 㻠㻜㼏㼙

㻌 㻞㻌 ⣙ 㻞㻡㼏㼙

㻌㻞㻚㻡㻌 ⣙ 㻝㻤㼏㼙

㻌 㻟㻌 ⣙ 㻝㻟㼏㼙

  ಸ⋡㻌 ᮏయ౯᱁䚷䚷 㻶㻭㻺

 1648-17 1.7  4026158-057082

1648-20 2  4026158-057099 

1648-25 2.5  4026158-057105

 1648-30 3  4026158-057112

  ಸ⋡㻌 ᮏయ౯᱁䚷䚷䚷 㻶㻭㻺

㻌㻝㻢㻠㻤㻙㻜㻝㻌 㻝㻚㻣䚸 㻞㻌 㻌 㻠㻡㻢㻜㻞㻢㻠㻙㻝㻝㻜㻢㻢㻟

1648-02㻌 㻝㻚㻣䚸 㻞㻚㻡㻌 㻌 4560264-110670 

1648-03 㻝㻚㻣䚸 㻟  4560264-110687

 1648-12㻌 㻞䚸 㻞㻚㻡㻌 㻌 4560264-110694

 1648-13㻌 㻞䚸 㻟㻌 㻌 4560264-110700

1648-23㻌 㻞㻚㻡䚸 㻟㻌 㻌 4560264-110717

ὼ labo-comfort    䝷䝪 䞉 䝦䝑䝗㻌ὼ䚷䚷㢌䛻⿕䜛䝦䝑䝗䝞䞁䝗䝍䜲䝥䚷
䖃㻌㻌㢌䛻⿕䛳䛶䛔䜎䛩

䖃㻌㻌䝺䞁䝈䛾࿘㎶䛜そ䜟䜜䛶䛔䜛䛾䛷䚸ୖ ᪉䛸ᶓ䛛䜙䛾ග䜢㐽᩿䛧䜎䛩

䚷䚷㻌ぢ䛶䛔䜛䜒䛾䛰䛡䛻㞟୰䛷䛝䜎䛩

䖃㻌㻌䝺䞁䝈䛿䠐✀㢮䛾ಸ⋡䛛䜙䛚㑅䜃䛔䛯䛰䛡䜎䛩

䚷䚷䚷䚷䚷䚷㻌ಸ⋡䛻䜘䛳䛶సᴗ㊥㞳䠄↔Ⅼ㊥㞳䠅䛜␗䛺䜚䜎䛩

 

䖃㻌㻌䝺䞁䝈䠍ᯛ䝉䝑䝖䛸䛚ᚓ䛺䠎ᯛ䝉䝑䝖䛜䛒䜚䜎䛩

୧║䝺䞁䝈䠄୧║䝺䞁䝈䛾䜏䠅

㻖䜽䝸䝑䝥 㻖䝣䝺䞊䝮 㻖䝦䝑䝗䝞䞁䝗㻖䜰䞊䝮
䠄䜽䝸䝑䝥䚸 䝣䝺䞊䝮ඹ㏻䠅

1.7×

1.7×

2×

2×

2.5×

2.5× 4×

3×

3× 7×

1646-2 1644-5 1646-4 1648

1647

1644-599
୧║䝺䞁䝈 ∦║䝺䞁䝈

㻖 䝷䝪 䞉 䜽䝸䝑䝥䚸 䝷䝪 䞉 䝣䝺䞊䝮䝣䝹䝉䝑䝖
䠄䜽䝸䝑䝥䛸䝣䝺䞊䝮䚸 ಸ⋡䛾䝺䞁䝈䛾䝣䝹䝉䝑䝖䠅

㻖 䝷䝪 䞉 䝣䝺䞊䝮䝣䝹䝉䝑䝖
䠄䝣䝺䞊䝮䛸ಸ⋡䛾䝺䞁䝈䛾䝣䝹䝉䝑䝖䠅

￥14,100
￥18,200

䖃ඹ㏻䚷䝺䞁䝈䠖㻼㼄㻹䒆ගᏛᶞ⬡

䖃ඹ㏻䚷䝺䞁䝈䠖㻼㼄㻹䒆ගᏛᶞ⬡

レ
ン
ズ
単
体

パ
ー
ツ
単
体

セ
ッ
ト

୧║䝺䞁䝈

∦║䝺䞁䝈

  ಸ⋡㻌 㻰㼜㼠㻌 సᴗ㊥㞳㻌 㔜䛥㻌 ᮏయ౯᱁㻌 㻶㻭㻺

㻌㻝㻢㻠㻡㻙㻡㻌 㻝㻚㻣㻌 㻞㻚㻡㻌 ⣙ 㻠㻜㼏㼙㻌 ⣙ 㻤㼓㻌 㻌 㻠㻜㻞㻢㻝㻡㻤㻙㻜㻡㻢㻥㻢㻞

1645-1 2 䈜㻞㻚㻡㻌 ⣙ 㻞㻡㼏㼙㻌 ⣙ 㻢㼓㻌 㻌 4026158-056924 

1645-2 2.5㻌 㻡㻚㻜㻌 ⣙ 㻝㻤㼏㼙㻌 ⣙ 㻝㻜㼓㻌 㻌 4026158-056931

 1645-3 3㻌 㻣㻚㻣㻡㻌 ⣙ 㻝㻟㼏㼙㻌 ⣙ 㻝㻠㼓㻌 㻌 4026158-056948

 1645-4 4㻌 㻝㻢㻌 ⣙ 㻡㻚㻡㼏㼙㻌 ⣙ 㻤㼓㻌 㻌 4026158-056955

1645-7 7㻌 㻞㻤㻌 ⣙ 㻟㻚㻞㼏㼙㻌 ⣙ 㻝㻜㼓㻌 㻌 4026158-056979

   ᮦ㉁㻌 ᮏయ䝃䜲䝈㻌 㔜䛥㻌 ᮏయ౯᱁㻌 㻶㻭㻺

 1646-2 䜽䝸䝑䝥 䜾䝷䝇䝣䜯䜲䝞䞊ຍᕤ䝥䝷䝇䝔䜱䝑䜽 䜰䞊䝮㒊䠖 㻡㻜㼙㼙㻘 䜽䝸䝑䝥㒊䠖 㻠㻜㽢 㻟㻜㼙㼙㻌 ⣙ 㻤㼓㻌 ￥3,300 4560264-110533

1644-5 䝣䝺䞊䝮 ㍍ྜ㔠䝯䝍䝹䝣䝺䞊䝮㻔䝤䝷䝑䜽䝷䝑䜹䞊ୖ㻕 䜰䞊䝮㒊䠖 㻡㻜㼙㼙㻘 䝣䝺䞊䝮㒊䠖ᖜ㻝㻡㻜㼙㼙㻌 ⣙ 㻝㻢㼓㻌 ￥9,400 4560264-110632 
1646-4 䜰䞊䝮 䜾䝷䝇䝣䜯䜲䝞䞊ຍᕤ䝥䝷䝇䝔䜱䝑䜽㻌 㻡㻜㼙㼙㻌 ⣙ 㻞㼓㻌 ￥1,700 4560264-110540

 1648 䝦䝑䝗䝞䞁䝗 䜾䝷䝇䝣䜯䜲䝞䞊ຍᕤ䝥䝷䝇䝔䜱䝑䜽㻌 㻝㻢㻜 㽢 㻞㻜㻜 㽢 㻠㻜㼙㼙㻌 ⣙ 㻝㻜㻜㼓㻌 ￥9,400 4026158-303639

    䝉䝑䝖ෆᐜ㻌 㻌 ᮏయ౯᱁㻌 㻶㻭㻺

 1647 䝷䝪䞉䜽䝸䝑䝥䚸 䝷䝪䞉䝣䝺䞊䝮䝣䝹䝉䝑䝖 㻝㻢㻠㻠㻡㻜㻘㻝㻢㻠㻢㻞㻜㻘㻝㻢㻠㻡㻝㻘㻞㻘㻟㻘㻠㻘㻣  ￥44,000 4026158-057075

1644-599 䝷䝪䞉䝣䝺䞊䝮㻌䝣䝹䝉䝑䝖㻌  1644-5䚸 1645-5䚸 1645-1䚸 㻝㻢㻠㻡㻙㻞䚸 㻝㻢㻠㻡㻙㻟䚸 㻝㻢㻠㻡㻙㻠䚸 㻝㻢㻠㻡㻙㻣㻌ྛ 㻝䜿 ￥36,300 4560264-110649 

䖃ඹ㏻䚷䝺䞁䝈䠖㻼㼄㻹䒆ගᏛᶞ⬡䈜㻞ಸ䝺䞁䝈䛿䝥䝸䝈䝮స⏝タィ䛻䜘䜚సᴗ㊥㞳䛜▷䛟䛺䛳䛶䛔䜎䛩䚹䚷䈜సᴗ㊥㞳䛿┠Ᏻ䛷䛩䚹䛚䛔䛻䛺䜛᪉䛾どຊ䛻䜘䜚ಶேᕪ䛜䛒䜚䜎䛩䚹

￥4,700
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⅙ ⅙

 

Ӗද
ႆද

バリオ ＬＥＤ　－ vario LED －

䖃  䝷䜲䝖䛰䛛䜙䚸ぢ䜔䛩䛥䛻ඃ䜜䛶䛔䜎䛩

䖃㻌㻌䝣䝹䝟䝽䞊↷䠨䠡䠠䝷䜲䝖ᦚ㍕

䚷䚷䚷䚷䚷䚷㻞㻜㻜㻜䡚㻠㻡㻜㻜㼘㼤㻌㻔䜛䛥䛾ㄪ⠇䛜䛷䛝䜎䛩㻕

䚷䚷䚷䚷䚷䚷䛱䜙䛴䛝䛜䛺䛟䚸㛗㛫䛾⏝䜒ᛌ㐺䛷䛩

䖃㻌㻌㍍䛟䛺䛳䛶᧯సᛶ䜰䝑䝥

䚷䚷䚷䚷䚷䚷⣙㻝㻚㻠㼗㼓㻌㻔ᚑ᮶ရ䛾䛚䜘䛭༙ศ㻕

䖃㻌㻌䝔䞊䝤䝹䛾➃䛻ྲྀ䜚䛡䛶⏝䛧䜎䛩

䚷䚷䚷䚷䚷䚷ᒓ䛾䝔䞊䝤䝹䜽䝷䞁䝥䛿䝔䞊䝤䝹䛾ཌ䛥㻝㻤䟚䛛䜙㻣㻠䟚䜎䛷ᑐᛂ

ଢ↺ↄ⇁ಊ↰≯≨≧∏⇊⇮˄⇟⇥∙⇯∑∞∀

䚾㻸㻱㻰 䝸䞁䜾䜲䝹䝭䝛䞊䝅䝵䞁䚿
㻿㻹㻰㻙㻸㻱㻰㻟㻢 ಶഛ

䠄ᒓ䠅 㻖ู䛿䛒䜚䜎䛫䜣

䝔䞊䝤䝹䜽䝷䞁䝥
䞉ᮘ䛾⬥䛻䛿䛥䜐

䝇䜽䝸䝳䞊䜽䝷䞁䝥
䞉ᮘ䛻✰ 㻔┤ᚄ 㻝㻞㼙㼙㻕 䜢㛤䛡䜛

䝔䞊䝤䝹䝇䝍䞁䝗
䞉 ᮘ䜔ᗋ䛻⨨䛟

᭱ఙ㛗

⣙ 㻝㻞㻢㼏㼙
⣙㻠㻜㼏㼙

⣙㻠㻜㼏㼙

2777-0

2777-1

2771-8 2772-9

1.9×
132∿₥

2.5×
132∿₥

 ಸ⋡㻌 㻰㼜㼠㻚㻌㻌 䝺䞁䝈䝃䜲䝈㻌 䝺䞁䝈ᮦ㉁㻌 䝺䞁䝈✀㢮㻌 ᮏయ䝃䜲䝈㻌 㔜䛥㻌 ᮏయ౯᱁㻌 㻶㻭㻺

2777-0㻌 㻝㻚㻥㻌 㻟㻚㻡㻡㻌 㻝㻟㻞㼙㼙䃥㻌 㻌㻼㼄㻹䒆ගᏛᶞ⬡ 䜰䝇䝣䜵䝸䜹䝹䠄㠀⌫㠃䠅㻌 ┿ཧ↷㻌 ⣙㻝㻚㻠㼗䡃㻌 ￥100,000 4048347-108092

2777-1㻌 㻞㻚㻡㻌 㻢㻌 㻝㻟㻞㼙㼙䃥㻌 㻌㻼㼄㻹䒆ගᏛᶞ⬡ 䜰䝇䝣䜵䝸䜹䝹䠄㠀⌫㠃䠅㻌 ┿ཧ↷㻌 ⣙㻝㻚㻠㼗䡃㻌 ￥112,000 4048347-272427

䖃 䚾㻸㻱㻰 䝸䞁䜾䜲䝹䝭䝛䞊䝅䝵䞁䚿㻿㻹㻰㻙㻸㻱㻰㻟㻢 ಶഛ䚸ຍῶᢠჾ䛻䜘䜛↷ไᚚ䚸㻞㻜㻜㻜 䡚㻠㻡㻜㻜㼘㼤 䠄㻞㻜㼏㼙 ⠊ᅖ䠅㻖 ẁ㝵䛺䛧䛷ㄪᩚྍ⬟䚸┬ຊ↷㻌㻸㻱㻰㼟㻌㻔㻝㻡㻌㼃㼍㼠㼠㼟㻕

䖃䝺䞁䝈 䠖䝉䝷䝔䜱䝑䜽䒆䝝䞊䝗䝁䞊䝔䜱䞁䜾

䖃╔⬺ᘧୖ㒊䜹䝞䞊䚷䚷䖃㛗㻥㻜㼏㼙 䜎䛷ᘏఙྍ⬟䚷䚷䕔ᅛᐃ᪉ἲ 䠖䝔䞊䝤䝹䜽䝷䞁䝥㻔 ᒓ㻛 䝔䞊䝤䝹ཌ䛥㻝㻤 䟚䛛䜙㻣㻠 䟚䜎䛷ᑐᛂ䠅

 ಸ⋡㻌 㻰㼜㼠㻚㻌㻌 䝺䞁䝈䝃䜲䝈㻌 䝺䞁䝈ᮦ㉁㻌 䝺䞁䝈✀㢮㻌 ᮏయ౯᱁㻌 㻶㻭㻺

2777-01㻌 㻞㻚㻡㻌 㻢㻌 㻝㻟㻞㼙㼙䃥㻌  㻼㼄㻹䒆ගᏛᶞ⬡ 䜰䝇䝣䜵䝸䜹䝹䠄㠀⌫㠃䠅㻌 ￥17,600 4048347-158288 

䖃䝺䞁䝈 䠖䝉䝷䝔䜱䝑䜽䒆䝝䞊䝗䝁䞊䝔䜱䞁䜾㻌

㻌 䝃䜲䝈㻌 㔜䛥㻌 ᮏయ౯᱁㻌 㻶㻭㻺

2771-8   ￥9,700 4026158-169730

2772-9㻌 㻞㻢㻜䟚㽢㧗䛥㻝㻝㻜䟚㻌 ⣙㻢㼗䡃 ￥33,000 4026158-138767

䖃㻞㻣㻣㻝㻙㻤䠖ཷὀⓎὀ

Technical stand magnifiers with illumination

᩼ྶ᩿ἾὅἌ

䠆㐺ྜཌ䜏䚷㻞㻡 䡚 㻟㻜㼙㼙
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ỴἩἻἜὊἚ ỴἩἻἜὊἚ ỴἁἿἰὊἚ

ἢỶἅὅἫἕἁἋ

ἢỶἅὅἫἕἁἋ

ỴἁἿἰὊἚ ỴἩἻἜὊἚ ỴἩἻἜὊἚ

  

精密繰り出しルーペ　－ folding precision magnifiers － ∀∞∑ಅဇች݅౨௹ဇ

ὼ ὼ 

ὼ ὼ ὼ ὼ 

䖃㻌㻌䝬䝑䝖䜽䝻䞊䝮ୖ䛢䛾㡹䛺䜿䞊䝇䛸㯮ሬ䜚䛾㔠ᒓᯟ䛜䝺䞁䝈䜢ಖㆤ䛧䜎䛩

䖃㻌㻌䜿䞊䝇䛿ᙉᗘ䛸Ẽᐦᛶ䛻ඃ䜜䛶䛔䜎䛩

䖃㻌㻌ᙉᗘ䛸Ẽᐦᛶ䛻ඃ䜜䛯䜿䞊䝇

䖃㻌㻌䜿䞊䝇ᮦ㉁䠖䜾䝷䝇䝣䜯䜲䝞䞊ຍᕤᙉ䝥䝷䝇䝔䜱䝑䜽

䖃㻌㻌⧞䜚ฟ䛧䝹䞊䝨䛾䝥䝷䝇䝔䜱䝑䜽䝍䜲䝥

1176-6

1176-10

1178-10 1184-10 1177-5

1176-8

1176-12

1178-15

1178-20

1182-10 1109-10

1184-20

1187

6×
23∿₥

10×
23∿₥

10×
14∿₥

10×
17∿₥

5×
30∿₥

8×
23∿₥

12×
23∿₥

15×
10∿₥

20×
7∿₥

10×
23∿₥

10×
23∿₥

20×
17∿₥

4+6=10×
30∿₥

1186-9

㻌 ಸ⋡㻌 䝺䞁䝈䝃䜲䝈㻌 䝺䞁䝈᭷ຠᚄ㻌 䝺䞁䝈✀㢮㻌 ᮏయ䝃䜲䝈㻌 㔜䛥㻌 ᮏయ౯᱁㻌 㻌 㻶㻭㻺

1176-6 㻢㻌 㻞㻟㼙㼙䃥㻌 㻞㻜㼙㼙䃥㻌 㻌 㻞㻣 㽢㻠㻟 㽢㻝㻥㼙㼙㻌 ⣙㻠㻢㼓㻌 ￥7,200  4026158-054449

1176-8 8 㻞㻟㼙㼙䃥㻌 㻞㻜㼙㼙䃥㻌  㻞㻣 㽢㻠㻟 㽢㻝㻥㼙㼙㻌 ⣙㻠㻢㼓 ￥7,600  4026158-054456

1176-10 10 㻞㻟㼙㼙䃥㻌 㻞㻜㼙㼙䃥㻌  㻞㻣 㽢㻠㻟 㽢㻝㻥㼙㼙 ⣙㻠㻢㼓 ￥8,000  4026158-054425

1176-12 12 㻞㻟㼙㼙䃥㻌 㻝㻡㼙㼙䃥㻌  㻞㻣 㽢㻠㻟 㽢㻝㻥㼙㼙 ⣙㻠㻤㼓 ￥9,400  4026158-054432 

1178-10 10 㻝㻠㼙㼙䃥㻌 㻝㻠㼙㼙䃥㻌  㻞㻜 㽢㻟㻡 㽢㻝㻠㼙㼙 ⣙㻞㻠㼓 ￥7,600  4026158-054470 

1178-15 15 㻝㻜㼙㼙䃥㻌 㻝㻜㼙㼙䃥㻌  㻞㻜 㽢㻟㻡 㽢㻝㻠㼙㼙 ⣙㻞㻠㼓 ￥8,600  4026158-054487

1178-20 20 㻣㼙㼙䃥㻌 㻢㼙㼙䃥㻌  㻞㻜 㽢㻟㻡 㽢㻝㻠㼙㼙 ⣙㻞㻠㼓 ￥9,600  4026158-054494

1184-10 10 㻝㻣㼙㼙䃥㻌 㻝㻡㼙㼙䃥㻌  㻞㻣 㽢㻠㻟 㽢㻝㻥㼙㼙 ⣙㻡㻜㼓 ￥14,300  4026158-054524

1184-20 20 㻝㻣㼙㼙䃥㻌 㻝㻞㼙㼙䃥㻌  㻞㻣 㽢㻠㻟 㽢㻝㻥㼙㼙 ⣙㻡㻞㼓 ￥16,000  4026158-054531

1177-5 5 㻟㻜㼙㼙䃥㻌 㻞㻤㼙㼙䃥㻌  㻡㻢 㽢㻟㻢 㽢㻝㻜㼙㼙 ⣙㻡㻠㼓 ￥8,100  4026158-054463

1187㻌 㻠㻗㻢㻩㻝㻜㻌 㻟㻜㼙㼙䃥㻌 㻞㻤㼙㼙䃥㻌  㻡㻢 㽢㻟㻢 㽢㻞㻜㼙㼙 ⣙㻣㻤㼓 ￥11,000  4026158-054562

1186-9㻌 㻟㻗㻢㻩㻥㻌 㻞㻟㼙㼙䃥㻌 㻞㻝㼙㼙䃥㻌  㻟㻜 㽢㻠㻥 㽢㻞㻠㼙㼙 ⣙㻟㻜㼓 ￥14,900  4026158-054555

1182-10 10 㻞㻟㼙㼙䃥㻌 㻞㻝㼙㼙䃥㻌  㻟㻜 㽢㻠㻥 㽢㻞㻠㼙㼙 ⣙㻞㻟㼓 ￥8,600  4026158-054500

1109-10 10 㻞㻟㼙㼙䃥㻌 㻞㻜㼙㼙䃥㻌  㻞㻢 㽢㻠㻜 㽢㻝㻥㼙㼙 ⣙㻝㻠㼓 ￥4,700  4026158-054180               

䜰䝥䝷䝘䞊䝖
䠄⢭ᐦ↓ᕪᯛᵓᡂ䠅

䜰䜽䝻䝬䞊䝖
䠄⢭ᐦ↓ᕪⰍᕪ⿵ṇ䠅

䝞䜲䝁䞁䝧䝑䜽䝇
䠄୧㠃ྍど䠅

䜰䜽䝻䝬䞊䝖
䠄⢭ᐦ↓ᕪⰍᕪ⿵ṇ䠅

䜰䝥䝷䝘䞊䝖
䠄⢭ᐦ↓ᕪᯛᵓᡂ䠅

Technical magnifiers

3+6=9×
23∿₥

䖃ඹ㏻䚷䝺䞁䝈ᮦ㉁䠖ගᏛ䜺䝷䝇䚷䈜㻝㻝㻜㻥㻙㻝㻜䛿㻼㼄㻹䒆ගᏛᶞ⬡
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ワイドスタンドルーペ　－ stand magnifiers －

アイルーペ　－ watchmaker's magnifiers －

ϙჇ↳ҮТ↝⇧⇍⇩⇕ဇ∑∞∀

ᚘ২ᘐᎍဇ∑∞∀

䖃㻌㻌┿䜔༳ๅ䛾䝏䜵䝑䜽䛻䜟䜜䛶䛔䜛䝹䞊䝨䛷䛩

䖃㻌⬮㒊䛜㏱䛺䛾䛷ど㔝䛜䜛䛟䚸ᑓ㛛ⓗ䛺᳨ᰝ䛻᭱㐺

䖃㻌ィᢏ⾡⪅䛻ឡ⏝䛥䜜䛶䛝䛯䝹䞊䝨䛷䛩

䖃㻌┠䛻ᣳ䜣䛷⏝䛧䜎䛩

䖃㻌䝣䝺䞊䝮㒊䛻✵Ẽᢤ䛝䛾✰䛜㛤䛡䛶䛒䜚䚸䝺䞁䝈ෆ㠃䛜䜚䛻䛟䛔⤌䜏䛻䛺䛳䛶䛔䜎䛩

1153

1124-3 1124-7 1130

1124-5 1124-10

2626 2628

8×
25∿₥

3×
25∿₥

7×
25∿₥

15×
13∿₥

5×
25∿₥

10×
25∿₥

6×
50∿₥

10×
35∿₥

 ಸ⋡㻌 㻰㼜㼠㻚㻌㻌 䝺䞁䝈䝃䜲䝈㻌 䝺䞁䝈ᮦ㉁㻌 䝺䞁䝈✀㢮㻌 ᮏయ䝃䜲䝈㻌 㔜䛥㻌 ᮏయ౯᱁㻌 㻶㻭㻺

1153㻌 㻤㻌 㻞㻤㻚㻣㻌 㻞㻡㼙㼙䃥㻌 㻌㻼㼄㻹䒆ගᏛᶞ⬡ 䜰䝥䝷䝘䞊䝖䠄⢭ᐦ↓ᕪ䠎ᯛᵓᡂ䠅 㻟㻤㽢㻠㻤㽢㻠㻢䟚㻌 ⣙㻟㻜 䡃㻌 ￥3,900 4026158-054326

2626㻌 㻢㻌 㻞㻟㻌 㻡㻜㼙㼙䃥㻌 㻌㻼㼄㻹䒆ගᏛᶞ⬡ 䜰䝇䝣䜵䝸䜹䝹䠄㠀⌫㠃䠅㻌 㻡㻞㽢㻡㻢㽢㻠㻤䟚㻌 ⣙㻠㻜 䡃㻌 ￥6,800 4026158-059291

2628㻌 㻝㻜㻌 㻟㻤㻌 㻟㻡㼙㼙䃥㻌 㻌㻼㼄㻹䒆ගᏛᶞ⬡ 䜰䝇䝣䜵䝸䜹䝹䠄㠀⌫㠃䠅㻌 㻡㻟㽢㻡㻢㽢㻟㻡䟚㻌 ⣙㻞㻤 䡃㻌 ￥7,200 4026158-059307

 ಸ⋡㻌 㻰㼜㼠㻌 䝺䞁䝈䝃䜲䝈㻌 䝺䞁䝈ᮦ㉁㻌 䝺䞁䝈✀㢮㻌 ᮏయ䝃䜲䝈㻌 㔜䛥㻌 ᮏయ౯᱁㻌 㻶㻭㻺

1124-3 3 12   䝥䝷䝜䝁䞁䝧䝑䜽䝇䠄∦㠃ྍど䠅   ￥2,300 4026158-054234

1124-5 5 20   䝥䝷䝜䝁䞁䝧䝑䜽䝇䠄∦㠃ྍど䠅   ￥2,500 4026158-054241

1124-7 7 27.7   䝥䝷䝜䝁䞁䝧䝑䜽䝇䠄∦㠃ྍど䠅   ￥2,800 4026158-054258

1124-10 10 40    䜰䝇䝣䜵䝸䜹䝹䠄㠀⌫㠃䠅   ￥3,000 4026158-054227

1130㻌 㻝㻡㻌 㻌 㻝㻟㼙㼙䃥㻌 㻌㻼㼄㻹䒆ගᏛᶞ⬡ 䠎ᯛ䝺䞁䝈ᵓᡂ㻌 㻟㻤㼙㼙䃥㽢㧗䛥㻟㻡䟚㻌 ⣙㻢 䡃㻌 ￥3,900 4026158-054265

䖃ඹ㏻䚷䝺䞁䝈㻦䝉䝷䝔䜱䝑䜽䒆䝝䞊䝗䝁䞊䝔䜱䞁䜾 

䖃ඹ㏻䚷䝺䞁䝈㻦䝕䝳䝥䝺䝑䜽䝇䝁䞊䝔䜱䞁䜾

ỴἩἻἜὊἚ ᩼ྶ᩿ἾὅἌ ᩼ྶ᩿ἾὅἌ

ἩἻἠἅὅἫἕἁἋ ἩἻἠἅὅἫἕἁἋ

ἩἻἠἅὅἫἕἁἋ

ᵐἾὅἌನ

㻟㻤㼙㼙䃥㽢㧗䛥㻞㻡䟚㻼㼄㻹䒆

ගᏛᶞ⬡
㻞㻡㼙㼙䃥 ⣙㻠 䡃

᩼ྶ᩿ἾὅἌ

Duplex

Technical magnifiers
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ỴἁἿἰὊἚ ỴἁἿἰὊἚ

Ӗද Ӗද Ӗද Ӗද

1154-7

1152-01

1151 -4

1152-02 1152-03 1152-04

1154-107×
23∿₥

10×
23∿₥

ႆද ႆද ႆද ႆද

精密ドッキングスケールルーペ
－ precision scale magnifiers － ∀∞∑ಅဇች݅౨௹ဇ

䖃㻌㻌Ⰽᕪ⿵ṇ㧗ရ㉁↓ᕪ䝺䞁䝈䠄䜰䜽䝻䝬䞊䝖䠅᥇⏝

䖃㻌㻌ṍ䜏䜢᭱ᑠ㝈䛻ᢚ䛘䛯ᣑീ䜢ᐇ⌧

䖃㻌㻌䠐✀㢮䛾䝇䜿䞊䝹䛷䚸䛒䜙䜖䜛᳨ᰝ䛻ᑐᛂ䛷䛝䜎䛩

䖃㻌㻌䝷䜲䝖䜾䝸䝑䝥䠄㻝㻝㻡㻝㻙㻠䠅䜢ే⏝䛩䜜䜀䚸䛥䜙䛻ᚤ⣽䛺㒊ศ䜎䛷㩭䛻ぢ䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜎䛩

 ಸ⋡㻌 㻰㼜㼠㻚㻌㻌 䝺䞁䝈䝃䜲䝈㻌 䝺䞁䝈ᮦ㉁㻌 䝺䞁䝈✀㢮㻌 ᮏయ䝃䜲䝈㻌 㔜䛥㻌 ᮏయ౯᱁㻌 㻶㻭㻺

1259㻌 㻡㻌 㻞㻜㻌 㻞㻤㼙㼙䃥㻌 㻌ගᏛ䜺䝷䝇 䝞䜲䝁䞁䝧䝑䜽䝇䠄୧㠃ྍど䠅㻌 㻠㻜㽢㻡㻞㽢㻡㻟䟚㻌 ⣙㻝㻞㻢 䡃㻌 ￥8,400 4026158-054661

1258㻌 㻢㻌 㻞㻠㻌 㻞㻜㼙㼙䃥㻌 㻌ගᏛ䜺䝷䝇 䝞䜲䝁䞁䝧䝑䜽䝇䠄୧㠃ྍど䠅㻌 㻟㻡㽢㻠㻢㽢㻠㻟䟚㻌 ⣙㻢㻤 䡃㻌 ￥6,600 4026158-054654

1256㻌 㻤㻌 㻟㻞㻌 㻝㻡㼙㼙䃥㻌 㻌ගᏛ䜺䝷䝇 䝞䜲䝁䞁䝧䝑䜽䝇䠄୧㠃ྍど䠅㻌 㻟㻣㽢㻞㻤㽢㻝㻜䟚㻌 ⣙㻟㻤 䡃㻌 ￥5,100 4026158-054647

1255 10 40 12mm䃥㻌 㻌ගᏛ䜺䝷䝇 䝞䜲䝁䞁䝧䝑䜽䝇䠄୧㠃ྍど䠅㻌 㻞㻞㽢㻞㻤㽢㻞㻤䟚㻌 ⣙㻞㻜 䡃㻌 ￥4,800 4026158-054630

1270㻌 㻡㻌 㻝㻥㻌 㻞㻤㼙㼙䃥㻌 㻌㻼㼄㻹䒆ගᏛᶞ⬡ 䝥䝷䝜䝁䞁䝧䝑䜽䝇䠄∦㠃ྍど䠅㻌 㻠㻜㽢㻡㻝㽢㻡㻝䟚㻌 ⣙㻞㻜 䡃㻌 ￥2,300 4026158-054685

1272㻌 㻤㻌 㻟㻜㻌 㻝㻢㼙㼙䃥㻌 㻌㻼㼄㻹䒆ගᏛᶞ⬡ 䝥䝷䝜䝁䞁䝧䝑䜽䝇䠄∦㠃ྍど䠅㻌 㻞㻤㽢㻟㻡㽢㻟㻡䟚㻌 ⣙㻢 䡃㻌 ￥2,200 4026158-054722

1271㻌 㻝㻜㻌 㻠㻜㻌 㻝㻞㼙㼙䃥㻌 㻌㻼㼄㻹䒆ගᏛᶞ⬡ 䝥䝷䝜䝁䞁䝧䝑䜽䝇䠄∦㠃ྍど䠅䠅㻌 㻞㻜㽢㻞㻣㽢㻞㻤䟚㻌 ⣙㻠 䡃㻌 ￥2,100 4026158-054708

12701259

1258

1256

1255

1271

1272

5×
28∿₥

5×
28∿₥

6×
20∿₥

8×
15∿₥

10×
12∿₥

10×
12∿₥

8×
16∿₥

 ಸ⋡㻌 㻰㼜㼠㻚㻌㻌 䝺䞁䝈䝃䜲䝈㻌 䝺䞁䝈ᮦ㉁㻌 䝺䞁䝈✀㢮㻌 ᮏయ䝃䜲䝈㻌 㔜䛥㻌 ᮏయ౯᱁㻌 㻶㻭㻺

1154-7 7 28      ￥16,500 4026158-054340

1154-10 10 40      ￥17,600 4026158-054333

 ᮏయ䝃䜲䝈㻌 㔜䛥㻌 ᮏయ౯᱁㻌 㻶㻭㻺

1151-4㻌 㻠㻡㼙㼙䃥㽢㻞㻝㻜㼙㼙㻌 ⣙㻤㻜㼓㻌 ￥12,100 4048347-009122

 ᮏయ౯᱁㻌 㻶㻭㻺

1152-01  4026158-054289

1152-02  4026158-054296

1152-03  4026158-054302

1152-04  4026158-054319

䖃ඹ㏻䚷䝇䜿䞊䝹䠄㻝㻝㻡㻞㻙㻜㻝䠅ᒓ

䖃ඹ㏻䚷ཷὀⓎὀ䚷䖃㻝㻝㻡㻞㻙㻜㻝䛿㻝㻝㻡㻠㻙㻣䚸㻝㻝㻡㻠㻙㻝㻜䛻ᒓ

䖃ඹ㏻䚷㻝㻞㻣㻜㻘㻝㻞㻣㻝㻘㻝㻞㻣㻞䚷䝺䞁䝈䠖䝕䝳䝥䝺䝑䜽䝇䝁䞊䝔䜱䞁䜾

㻞㻟㼙㼙䃥㻌 ගᏛ䜺䝷䝇㻌 䜰䜽䝻䝬䞊䝖㻌 㻟㻜㼙㼙䃥㽢㧗䛥㻡㻞㼙㼙㻌 ⣙㻟㻜 䡃
  䠄⢭ᐦ↓ᕪⰍᕪ⿵ṇ䠅

￥4,700

㻸㻱㻰䝷䜲䝖䜾䝸䝑䝥 ス
ケ
ー
ル

  

ὼ ὼ ὼ ὼ 

䖃㻌㻌䝇䝍䞁䝗䛿䝥䝷䝇䝔䜱䝑䜽〇䛾⡆ᆺ

䖃㻌㻌ୗᯟ䛻㻝䟚䛾䝇䜿䞊䝹䛜้䜏㎸䜎䜜䛶䛔䜎䛩
䖃㻌㻌䝇䝍䞁䝗䛿䝬䝑䝖䜽䝻䞊䝮ୖ䛢䛾㔠ᒓ〇䝇䝍䞁䝗

䖃㻌㻌ᢡ䜚䛯䛯䜐䛸ᑠ䛥䛟䛺䜚䚸ᣢ䛱㐠䜃䛻౽䛷䛩

リネンテスター　－ linen testers － ጞዜ↝ጢ↹ⅱⅻ↹↳ҮТ↙↘↝౨௹ဇ∑∞∀

Technical magnifiers

ἩἻἠἅὅἫἕἁἋ

ἢỶἅὅἫἕἁἋ

Duplex

䖃༢㻞㟁ụ䠎ᮏ⏝䠄㟁ụ䛿ᒓ䛧䛶䛚䜚䜎䛫䜣䚹ู ㏵䛚㈙䛔ồ䜑䛟䛰䛥䛔䠅
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䖃  䝤䝹䞊䝷䜲䝖䞉⣸እ⥺䜹䝑䝖

䚷䚷䚷䚷䚷䚷㻌䝤䝹䞊䝷䜲䝖䠄㟷Ⰽග䠅䜢㻟㻢䠂௨ୖ䜹䝑䝖䚹䝤䝹䞊䝷䜲䝖䛻䜘䜛䛂䜎䜆䛧䛥䛃䜔䛂䛱䜙䛴䛝䛃䛛䜙┠䜢Ᏺ䜚䜎䛩

䖃  㻗㻝㻚㻡䚸㻗㻞㻚㻜䚸㻗㻞㻚㻡䚸㻗㻟㻚㻜䚸ᗘ䛺䛧䛾ᒎ㛤䛷ᖜᗈ䛔ᖺ௦䛻ᑐᛂ

䖃  䝯䝍䝹䝣䝸䞊

䚷䚷䚷䚷䚷䚷㻌㔠ᒓ䜢୍ษ⏝䛧䛶䛚䜚䜎䛫䜣䛾䛷㔠ᒓ䜰䝺䝹䜼䞊䛾᪉䛻䜒Ᏻᚰ䛷䛩

䖃  䝣䝺䞊䝮⣲ᮦ䛻䝫䝸䜰䝭䝗䡞䠰䠮㻥㻜䛃䜢᥇⏝

䚷䚷䚷䚷䚷䚷㻌㍍䛟ᙎຊᛶ䛻ඃ䜜⪏ஂᛶ䜒ව䛽ഛ䛘䛯䛂㍍䛟䛶ᰂ䜙䛛䛔䛃⣲ᮦ䛾䛯䜑㢦䛻⮬↛䛻䝣䜱䝑䝖

䖃  ㍍䛔䛡ᚰᆅ

䖃  㻝㻚㻡䚸㻞㻚㻜䚸㻞㻚㻡䚸㻟㻚㻜䛾䠐ᗘᩘᒎ㛤

䖃  䝅䞁䝥䝹䝕䝄䜲䞁䠄䝒䞊䝫䜲䞁䝖䝍䜲䝥䠅

エアーＰＣ　－ AIR PC －

シニアグラス　ラウンド　－ round style －

⇼∑∞∏⇊⇮⇑⇩⇮ೞᏡ↓ⅼ⇝⇱⇈⇖∏⇟

⇪∞∃⇊∙⇮⇥⇊⇽⇝⇱⇈⇖∏⇟

䖃ඹ㏻䚷ᒓရ䠖䝋䝣䝖䜿䞊䝇䚸䝺䞁䝈䜽䝻䝇䚷䚷
䈜୍⯡་⒪ᶵჾᒆฟ␒ྕ䠖㻞㻣䠞㻟䠴㻜㻜㻝㻟㻠㻜㻜㻜㻜㻞㻤䠄ᗘ䛾䜏䠅

≎1.5 ≎2.0 ≎2.5 ↆ≎3.0↙ࡇ

≎1.5 ≎2.5≎2.0 ≎3.0

Senior glasses 

パープル　　　　　サンドグレー　　　　ブラウン　　　　　マットブラック

 㻗㻝㻚㻡㻌 㻌㻗㻞㻚㻜㻌 㻗㻞㻚㻡㻌 㻗㻟㻚㻜㻌 ᗘ䛺䛧 

パープル 2994-2215䠄㻠㻡㻢㻜㻞㻢㻠㻙㻝㻝㻞㻣㻞㻤䠅 2994-2220 䠄㻠㻡㻢㻜㻞㻢㻠㻙㻝㻝㻞㻣㻟㻡䠅  2994-2225 䠄㻠㻡㻢㻜㻞㻢㻠㻙㻝㻝㻞㻣㻠㻞䠅 2994-2230 䠄㻠㻡㻢㻜㻞㻢㻠㻙㻝㻝㻞㻣㻡㻥䠅 2994-2200 䠄㻠㻡㻢㻜㻞㻢㻠㻙㻝㻝㻞㻣㻝㻝㻕

サンドグレー 2994-2315䠄㻠㻡㻢㻜㻞㻢㻠㻙㻝㻝㻞㻣㻣㻟䠅 2994-2320 䠄㻠㻡㻢㻜㻞㻢㻠㻙㻝㻝㻞㻣㻤㻜䠅  2994-2325 䠄㻠㻡㻢㻜㻞㻢㻠㻙㻝㻝㻞㻣㻥㻣䠅 2994-2330 䠄㻠㻡㻢㻜㻞㻢㻠㻙㻝㻝㻞㻤㻜㻟䠅 2994-2300 䠄㻠㻡㻢㻜㻞㻢㻠㻙㻝㻝㻞㻣㻢㻢㻕

ブラウン 2994-2415䠄㻠㻡㻢㻜㻞㻢㻠㻙㻝㻝㻞㻤㻞㻣䠅 2994-2420 䠄㻠㻡㻢㻜㻞㻢㻠㻙㻝㻝㻞㻤㻟㻠䠅  2994-2425 䠄㻠㻡㻢㻜㻞㻢㻠㻙㻝㻝㻞㻤㻠㻝䠅 2994-2430 䠄㻠㻡㻢㻜㻞㻢㻠㻙㻝㻝㻞㻤㻡㻤䠅 2994-2400 䠄㻠㻡㻢㻜㻞㻢㻠㻙㻝㻝㻞㻤㻝㻜㻕

マットブラック 2994-2515䠄㻠㻡㻢㻜㻞㻢㻠㻙㻝㻝㻞㻤㻣㻞䠅 2994-2520 䠄㻠㻡㻢㻜㻞㻢㻠㻙㻝㻝㻞㻤㻤㻥䠅  2994-2525 䠄㻠㻡㻢㻜㻞㻢㻠㻙㻝㻝㻞㻤㻥㻢䠅 2994-2530 䠄㻠㻡㻢㻜㻞㻢㻠㻙㻝㻝㻞㻥㻜㻞䠅 2994-2500 䠄㻠㻡㻢㻜㻞㻢㻠㻙㻝㻝㻞㻤㻢㻡㻕

 䝺䞁䝈ᮦ㉁㻌 ᮏయᮦ㉁㻌 䝃䜲䝈㻌 㻼㻰㻌▖ග㛫㊥㞳㻌 䝤䝹䞊ග⥺䜹䝑䝖⋡㻌 ᮏయ౯᱁

共通㻌 ගᏛ⏝䜰䜽䝸䝹ᶞ⬡㻌 䝫䝸䜰䝭䝗䠰䠮㻥㻜  ᖜ㻝㻠㻜 㽢㧗䛥㻟㻜䚸䛴䜛㻝㻠㻜㼙㼙 62㼙㼙㻌 ᗘ㻟㻢䠂௨ୖ䚸ᗘ䛺䛧㻠㻜䠂௨ୖ ￥4,800

䜰䜽䝸䝹
ᶞ⬡

62mm ⣙㻝㻞㼓 ￥3,800

㻌 㻰㼜㼠㻚㻌 䝺䞁䝈㻌 䠬䠠㻌 㻌 㻌
 㻔 ᗘᩘ㻕㻌 ᮦ㉁㻌 㻔 ▖Ꮝ㛫㊥㞳㻕㻌 㔜䛥㻌 ᮏయ౯᱁㻌 㻶㻭㻺

2994-1115㻌 㻗㻝㻚㻡㻌 㻌 㻌    4560264-112421

2994-1120㻌 㻗㻞㻚㻜㻌 㻌 㻌    4560264-112438

2994-1125㻌 㻗㻞㻚㻡㻌 㻌 㻌    4560264-112445

2994-1130㻌 㻗㻟㻚㻜㻌 㻌 㻌    4560264-112452

䖃ඹ㏻䚷⣲ᮦ䠖䝺䞁䝈ཬ䜃䝣䝺䞊䝮㒊䠙䜰䜽䝸䝹ᶞ⬡䚷䝔䞁䝥䝹㒊䠙䝇䝔䞁䝺䝇䝇䝔䜱䞊䝹䞉㻭㻮㻿ᶞ⬡㻛ᒓ䠖䝋䝣䝖䜿䞊䝇
䈜୍⯡་⒪ᶵჾᒆฟ␒ྕ䠖㻞㻣㻮㻟㼄㻜㻜㻝㻟㻠㻜㻜㻜㻜㻝㻤䛂䜶䝑䝅䜵䞁䝞䝑䝝䚷䝅䝙䜰䜾䝷䝇䛃
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䖃  䝣䝺䞊䝮⣲ᮦ䛻䝫䝸䜰䝭䝗䡞䠰䠮㻥㻜䛃䜢᥇⏝

䚷䚷䚷䚷䚷䚷㻌㍍䛟ᙎຊᛶ䛻ඃ䜜⪏ஂᛶ䜒ව䛽ഛ䛘䛯䛂㍍䛟䛶ᰂ䜙䛛䛔䛃⣲ᮦ䛾䛯䜑㢦䛻⮬↛䛻䝣䜱䝑䝖

䖃 䝡䜼䝘䞊䛾᪉䜒ᡭ䛻ྲྀ䜚䜔䛩䛔㻝㻚㻜ᗘ䛛䜙䛾䝷䜲䞁䝘䝑䝥䚹ὒ᭹䛻ྜ䜟䛫䛶䝣䜯䝑䝅䝵䞁ឤぬ䛷䛚䛔䛔䛯䛰䛡䜎䛩

䖃  䛥䜚䛢䛺䛔䜸䝅䝱䝺ឤ䜢₇ฟ䛩䜛䚸䝣䝺䞊䝮䛾ෆഃ䛻䜹䝷䞊䜢⏝䛔䛯䝕䝄䜲䞁

䚷䚷䚷䚷䚷䚷㻌䛡䛯䛻ᑡ䛧䛰䛡な䛟䜹䝷䞊䛜㢦䛻ᙬ䜚䜢䛘䚸ⱝ䚻䛧䛔༳㇟䜢䛘䜎䛩

リーディングMEGANE　－ Reading Aids － ᠉ⅾ↕௩↸ⅺⅾ↚ᐯ↚⇻⇉⇩⇮ↈ↺⇝⇱⇈⇖∏⇟

䖃ᒓရ䠖䝋䝣䝖䜿䞊䝇䚸䝺䞁䝈䜽䝻䝇䚷䚷䚷䈜୍⯡་⒪ᶵჾᒆฟ␒ྕ䠖㻞㻣䠞㻟䠴㻜㻜㻝㻟㻠㻜㻜㻜㻜㻠㻞

≎1.0 ≎1.5 ≎2.0

Senior glasses 

パープル×ブルー　　　　　　パープル×ピンク　　　　　 ブラウン×ブラウン　　　　　ブラック×グリーン

 㻗㻝㻚㻜㻌 㻌㻗㻝㻚㻡㻌 㻗㻞㻚㻜㻌 ᮏయ౯᱁

パープル×ブルー 2994-3210 䠄㻠㻡㻢㻜㻞㻢㻠㻙㻝㻝㻟㻜㻢㻜䠅 2994-3215 䠄㻠㻡㻢㻜㻞㻢㻠㻙㻝㻝㻟㻜㻣㻣䠅  2994-3220 䠄㻠㻡㻢㻜㻞㻢㻠㻙㻝㻝㻟㻜㻤㻠䠅 ￥3,800
パープル×ピンク 2994-3310 䠄㻠㻡㻢㻜㻞㻢㻠㻙㻝㻝㻟㻜㻥㻝䠅 2994-3315 䠄㻠㻡㻢㻜㻞㻢㻠㻙㻝㻝㻟㻝㻜㻣䠅  2994-3320 䠄㻠㻡㻢㻜㻞㻢㻠㻙㻝㻝㻟㻝㻝㻠䠅 ￥3,800 
ブラウン×ブラウン 2994-3410 䠄㻠㻡㻢㻜㻞㻢㻠㻙㻝㻝㻟㻝㻞㻝䠅 2994-3415 䠄㻠㻡㻢㻜㻞㻢㻠㻙㻝㻝㻟㻝㻟㻤䠅  2994-3420 䠄㻠㻡㻢㻜㻞㻢㻠㻙㻝㻝㻟㻝㻠㻡䠅 ￥3,800
ブラック×グリーン 2994-3510 䠄㻠㻡㻢㻜㻞㻢㻠㻙㻝㻝㻟㻝㻡㻞䠅 2994-3515 䠄㻠㻡㻢㻜㻞㻢㻠㻙㻝㻝㻟㻝㻢㻥䠅  2994-3520 䠄㻠㻡㻢㻜㻞㻢㻠㻙㻝㻝㻟㻝㻣㻢䠅 ￥3,800

 䝺䞁䝈ᮦ㉁㻌 ᮏయᮦ㉁㻌 䝃䜲䝈㻌 㻼㻰㻌▖ග㛫㊥㞳

共通㻌 ගᏛ⏝䜰䜽䝸䝹ᶞ⬡㻌 䝫䝸䜰䝭䝗䠰䠮㻥㻜  ᖜ㻝㻟㻡 㽢㧗䛥㻞㻤䚸䛴䜛㻝㻠㻜㼙㼙 62mm

パープル×ブルー

パープル×ピンク

ブラウン×ブラウン

ブラック×グリーン



28 Senior glasses 

䖃  ᚎ䚻䛻ᗘᩘ䜢ኚ䛥䛫䜛䛣䛸䛷䚸

䚷䚷㻌ᚑ᮶䛾䝅䝙䜰䜾䝷䝇䜘䜚ᗈ䛔⠊ᅖ䜢ぢ䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜎䛩

䖃  ぢ䛘䜛⠊ᅖ䛿䚸ᡭඖ䠄㻟㻜㼏㼙䛟䜙䛔ඛ䠅䛛䜙㻝䡉䛟䜙䛔ඛ䜎䛷

䚷䚷䠄୍⯡ⓗ䛺䝅䝙䜰䜾䝷䝇䛿ᡭඖ䠏䠌䠿䡉⛬ᗘ䠅

ＰＣビュアー　－ miniframeᴾḪ －

≎1.0 ≎1.5

2.5×

≎2.0

2.9×

≎2.5 ≎3.0

≎3.0

Ψờ
ỊẾẨụ

ᵏᾼέờ
ỊẾẨụ

䜺䞁䝯䝍䝸䝑䜽

䝅䝱䞁䝟䞁䝂䞊䝹䝗

  ᗘᩘ㻌 䠄ୖ㒊䛾ᗘᩘ䠅㻌 䝺䞁䝈ᮦ㉁㻌 㔜䛥㻌 ᮏయ䝃䜲䝈㻌 ᮏయ౯᱁㻌 㻶㻭㻺
 2905-010 1.0 0.0     4048347-148906 
 2905-015 1.5 0.5     4048347-148913
 2905-020 2.0 1.0     4048347-067610 
 2905-025 2.5 1.5     4048347-148920
 2905-030 3.0 2.0     4048347-148937
 2905-110 1.0 0.0     4048347-148975
 2905-115 1.5 0.5     4048347-148968
 2905-120 2.0 1.0     4048347-067627
 2905-125 2.5 1.5     4048347-148951
 2905-130 3.0 2.0     4048347-148944

  ୖ㒊ᗘᩘ㻌 䝹䞊䝨ಸ⋡㻌 䝺䞁䝈 㻛 䝣䝺䞊䝮ᮦ㉁㻌 㔜䛥㻌 ᮏయ䝃䜲䝈㻌 ᮏయ౯᱁㻌 㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻶㻭㻺

2906-336 3.0 2.5               4048347-206705

2906-337 3.0 2.9               4048347-206712

䖃ඹ㏻䚷ᮦ㉁䠖䝺䞁䝈ཬ䜃䝣䝺䞊䝮㒊䠖㻼㼄㻹䒆ගᏛᶞ⬡䛚䜘䜃䜰䜽䝸䝹ᶞ⬡䈜䝯䝍䜽䝸䝹㓟䝯䝏䝹㔜ྜయ䛷㛤Ⓨ䚸䛴䜛䠖䜽䝻䝮䝯䝑䜻㔠ᒓ〇䛚䜘䜃䝇䝔䞁䝺䝇㔠ᒓ
䈜୍⯡་⒪ᶵჾᒆฟ␒ྕ䠖㻝㻟㻮㻟㼄㻝㻜㻜㻢㻟㻞㻜㻜㻥㻝㻜䛂䜶䝑䝅䜵䞁䝞䝑䝝䚷䠬䠟䝡䝳䜰䞊䛃

䖃ඹ㏻䚷ᮦ㉁䠖䝺䞁䝈ཬ䜃䝣䝺䞊䝮㒊䠖㻼㼄㻹䒆ගᏛᶞ⬡䚸䛴䜛䠖䜽䝻䝮䝯䝑䜻䛚䜘䜃䝇䝔䞁䝺䝇
䈜୍⯡་⒪ᶵჾᒆฟ␒ྕ䠖㻝㻟㻮㻟㼄㻝㻜㻜㻢㻟㻞㻜㻜㻥㻝㻜䛂䜶䝑䝅䜵䞁䝞䝑䝝䚷䝭䝙䝣䝺䞊䝮䚷䝡䝣䜷䛃

￥7,000

￥8,800

ᖜ㻝㻟㻡㼙㼙

䝔䞁䝥䝹 䠄䛴䜛䛾㛗䛥䠅145mm 

䝺䞁䝈䛾㧗䛥㻞㻥㼙㼙

ᖜ㻝㻟㻡㼙㼙
䝔䞁䝥䝹145mm 

䝺䞁䝈䛾㧗䛥㻞㻥㼙㼙

⣙㻝㻢㼓

㻔 䜿䞊䝇

⣙㻞㻤㼓㻕

⣙㻞㻜㼓
㻔 䜿䞊䝇
⣙㻟㻞㼓㻕

䠬䠴䠩䒆

ගᏛᶞ⬡

䠬䠴䠩䒆ගᏛᶞ⬡

Ψ↱ ‣ έ↱↷ⅾᙸⅷ↺⇝⇱⇈⇖∏⇟

ミニフレーム　ビフォ　－ miniframe bifo － ⇝⇱⇈⇖∏⇟⁷∑∞∀↝⇵⇊⇼∐⇩⇯−∙⇠

䖃  䝹䞊䝨䛜䛴䛔䛯㻗㻟㻚㻜ᗘ䛾䝅䝙䜰䜾䝷䝇

䖃  ㄞ᭩䛺䛹䛿ୖ㒊䛾䝺䞁䝈䜢⏝䛧䚸ᡭⱁ䛺䛹䛿ୗ㒊䛾䝺䞁䝈䜢⏝

䖃  ୧ᡭ䜢䛖⣽䛛䛔సᴗ䛻᭱㐺

䖃  䛹䛺䛯䛻䜒ఝྜ䛖䜶䝺䜺䞁䝖䛺䝕䝄䜲䞁

䖃  ㍍㔞䛷ᶵ⬟⨾䛻ඃ䜜䛯䝗䜲䝒〇

×

※フレーム色は赤のみ
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䖃  ⪁║㙾䛾௦䜟䜚䛻䛘䜎䛩

䖃  ぢ䛯䛔䛸䛝䛻䝽䞁䝥䝑䝅䝳䟿䛥䛳䛸ぢ䜙䜜䜎䛩

䖃  ㍍䛟䛶䚸ⷧ 䛔䚸䝁䞁䝟䜽䝖䝃䜲䝈

䖃  䛚㈈ᕸ䛻䜒䚸䜹䞊䝗ධ䜜䛻䜒ᴦ䚻ධ䜛

䖃  㻗㻝㻚㻡㻌䛸㻌㻗㻞㻚㻡㻌䜢䛤⏝ព

䖃  ㉸㍍㔞䚸䝁䞁䝟䜽䝖䝃䜲䝈䛰䛛䜙䚸᪑⾜䛻䜄䛳䛯䜚

䚷䚷䚷䚷䚷䚷㻌䛂䜽䝸䝑䝥䛃䛜䛔䛯䜿䞊䝇

䚷䚷䚷䚷䚷䚷㻌䛂䜽䝸䝑䝥䛃䛷䚸ᡭᖒ䜔䝫䜿䝑䝖䛻䛿䛥䜑䜎䛩

䖃  䛣䜑䛛䜏䛻䛿䛥䜐䝇䝍䜲䝹䛰䛛䜙䚸ᐷ䛺䛜䜙䛷䜒䛔䜔䛩䛔

䚷䚷䚷䚷䚷䚷㻌䜟䛪䛛䠑㼓䛰䛛䜙䚸௮ྥ䛡䛷䛳䛶䜒㔜䜏䜢ឤ䛨䛺䛔㍍䛥䚷㻌

䖃  ⪥䛻䛡䛺䛔䛛䜙䚸⨾ᐜ㝔䛷䜒䛚䛩䛩䜑䛷䛩

䚷䚷䚷䚷䚷䚷㻌䛣䜑䛛䜏䛻䛿䛥䜐䝇䝍䜲䝹䛰䛛䜙䚸䜹䝑䝖䛾㑧㨱䛻䛺䜚䜎䛫䜣

䖃  㻗㻝㻚㻡㻌䛸㻌㻗㻞㻚㻡㻌䜢䛤⏝ព

2918-115

2918-215

2918-315

2918-415

2918-515

2918-125

2918-225

2918-325

2918-425

2918-525

㻌 䜹䝷䞊㻌 㻰㼜㼠㻚㻔 ᗘᩘ㻕㻌 㻌ཧ⪃ಸ⋡㻌 㻌 ᮏయ䝃䜲䝈㻌 㔜䛥㻌 ᮏయ౯᱁㻌 㻶㻭㻺

2918-115㻌 䝤䝷䝑䜽㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌  4048347-050605

2918-215㻌 䝤䝷䝑䜽䜸䞊䝘䝯䞁䝖㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 4048347-050629

2918-315㻌 䜸䝺䞁䝆䜸䞊䝘䝯䞁䝖㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 4048347-074922

2918-415㻌 䜰䝑䝥䝹䜾䝸䞊䞁䜸䞊䝘䝯䞁䝖㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 4048347-074908

2918-515㻌 䝻䜲䝲䝹䝤䝹䞊䜸䞊䝘䝯䞁䝖㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 4048347-074946

2918-125㻌 䝤䝷䝑䜽㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 4048347-050612

2918-225 䝤䝷䝑䜽䜸䞊䝘䝯䞁䝖       4048347-050636

2918-325 䜸䝺䞁䝆䜸䞊䝘䝯䞁䝖       4048347-074915 

2918-425 䜰䝑䝥䝹䜾䝸䞊䞁䜸䞊䝘䝯䞁䝖       4048347-074977

2918-525 䝻䜲䝲䝹䝤䝹䞊䜸䞊䝘䝯䞁䝖       4048347-074892

 䜹䝷䞊㻌 㻰㼜㼠㻚㻌㻔 ᗘᩘ㻕㻌 䝺䞁䝈ᮦ㉁㻌 ᮏయ䝃䜲䝈㻌 㔜䛥㻌 ᮏయ౯᱁㻌 㻶㻭㻺

2916-115㻌 䝽䜲䞁䝺䝑䝗㻌 㻗㻝㻚㻡㻌 㻌     4048347-028338

2916-215㻌 䜰䜲䝇䜾䝺䞊㻌 㻗㻝㻚㻡㻌 㻌     4048347-028345

2916-125㻌 䝽䜲䞁䝺䝑䝗㻌 㻗㻞㻚㻡㻌 㻌     4048347-028369

2916-225㻌 䜰䜲䝇䜾䝺䞊㻌 㻗㻞㻚㻡㻌 㻌     4048347-028352

䖃ඹ㏻䚷䝺䞁䝈ᮦ㉁䠖㻼㼄㻹䒆ගᏛᶞ⬡䚷ᮏయᮦ㉁䠖㻭㻮㻿ᶞ⬡

䖃ඹ㏻䚷ᮏయᮦ㉁䠖㻭㻮㻿ᶞ⬡㻛䜿䞊䝇䝃䜲䝈䠖㻥㻝㽢㻞㻜㽢㻣㼙㼙㻨䜽䝸䝑䝥㒊㝖䛟㻪

䈜୍⯡་⒪ᶵჾᒆฟ␒ྕ䠖㻝㻟㻮㻟㼄㻝㻜㻜㻢㻟㻞㻜㻜㻤㻝㻝䛂䜶䝑䝅䜵䞁䝞䝑䝝䚷䜽䝸䝑䝥䠃䝸䞊䝗䛃

レディ・トゥ・リード　－ ready 2 read －

シニアグラス　クリップ＆リード　－ clip & read －

Ⴘ↚⇺⇥≆↗↕↕̅ⅵ⇝⇱⇈ဇ∑∞∀

ਤ←ᢃ↢↚இᢘ↙⇝⇱⇈⇖∏⇟

≎1.5
≋‣†…⁷≌

≎2.5
≋‣† ⁷≌

䠍 2

≎1.5 ≎2.5
2916-115

2916-215

2916-125

2916-225

Magnifiers for senior / Senior glasses 

㻗㻝㻚㻡 1.4

1.7

㻟㻢㽢㻤㻣㽢ཌ䛥㻠㼙㼙

㻗㻞㻚㻡

⣙㻝㻜㼓 ￥4,200

ᖜ㻤㻤 㽢䛴䜛㻢㻞 㽢㧗䛥㻝㻞㼙㼙㻼㼄㻹䒆

ගᏛᶞ⬡

⣙㻡㼓

㻔 䜿䞊䝇 䠖⣙㻝㻜㼓㻕 ￥4,200



30

⇐∀∏⇖∏⇟⅙－ opera glasses － ᓙ↳ⅺ↙ئ↚↤ↄ↾ↆⅳ⇐∀∏⇖∏⇟

6× 6×

3×4455-1

3×4441-1

3×4456-1

3×4452

8416-18211 8416-18212

 䝪䝕䜱䜹䝷䞊㻌 ⾲㠃ຍᕤ㻌㻌 ಸ⋡㻌 ᑐ≀䝺䞁䝈㻌 䝺䞁䝈✀㢮㻌 ᮏయ䝃䜲䝈㻌 㔜䛥㻌 ᮏయ౯᱁㻌 㻶㻭㻺

4455-1㻌 䝅䝱䜲䝙䞊䝇䝜䞊㻌 㻞㻠 㔠㘡㔠㻌 㻟㻌 18mm 䜰䜽䝻䝬䞊䝖 㻠㻣㽢㻥㻝㽢ཌ䛥㻞㻟䟚㻌 ⣙㻝㻠㻞 䡃㻌 ￥22,000 4026158-910486

4456-1㻌 䝟䞊䝹䝂䞊䝹䝗㻌 㻞㻠 㔠㘡㔠㻌 㻟㻌 18mm 䜰䜽䝻䝬䞊䝖 㻠㻣㽢㻥㻝㽢ཌ䛥㻞㻟䟚㻌 ⣙㻝㻠㻞 䡃㻌 ￥22,000 4026158-910493

4441-1㻌 䝭䝑䝗䝘䜲䝖䝤䝹䞊㻌 㻝㻤 㔠㘡㔠㻌 㻟㻌 25mm 䜰䜽䝻䝬䞊䝖 㻡㻟㽢㻥㻤㽢ཌ䛥㻟㻜䟚㻌 ⣙㻝㻡㻠 䡃㻌 ￥20,000 4048347-293316

4452㻌 䝺䝑䝗䝬䞊䝤䝹㻌 㻝㻤 㔠㘡㔠㻌 㻟㻌 25mm 䜰䜽䝻䝬䞊䝖 㻡㻟㽢㻥㻤㽢ཌ䛥㻟㻜䟚㻌 ⣙㻝㻡㻠 䡃㻌 ￥20,000 4026158-112514

䖃ᒓ䚷⣡䝫䞊䝏

ܰჽ↝↷ⅵ↙᠗ⅼ⇁્↓⃯⇺⇈⇴∝∏⇩⇑∞⃰⇐∀∏⇖∏⇟⇹⇶∝⇒∞∏－ viva gala －

䖃  䇾䝢䜰䝜䞉䝷䝑䜹䞊䚷㼜㼕㼍㼚㼛㻌㼘㼍㼏㼝㼡㼑㼞䇿ୖ䛢

䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䝥䝺䝭䜰䝮ឤ⁻䛖Ẽရ䛾䛒䜛㍤䛝䛜≉ᚩ

䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䝗䜲䝒㧗⣭㌴䛾ෆ䛻䜒䜟䜜䛶䛔䜛≉ูᵝ

䖃  ⷧᆺ㻌㽢㻌㍍㔞㻌㽢㻌䝁䞁䝟䜽䝖

䖃  䝇䝬䞊䝖䛷Ὑ⦎䛥䜜䛯䝪䝕䜱

䖃  ど㔝䛜ᗈ䛟ྲྀ䜜䚸ᡭ䜆䜜䛧䛻䛟䛔䠒ಸ

䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷ᐊෆ䛷䜒ᒇእ䛷䜒䛔䜔䛩䛔

Opera glasses

  ಸ⋡㻌 ᑐ≀䝺䞁䝈㻌 ᑕฟ▖ᚄ㻌 䜛䛥㻌 ⷧᬽಀᩘ㻌 㻝㻜㻜㻜㼙 䛻䛚䛡䜛ど㔝㻌 ↔Ⅼ⮳㏆㊥㞳㻌 ⣡䝃䜲䝈㻌 㔜䛥㻌 ᮏయ౯᱁㻌 㻶㻭㻺

8416-18211 㻌䝤䝷䝑䜽㻌 㻌          4048347-186359

8416-18212㻌㻌䝩䝽䜲䝖㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 4048347-186366

䖃䝥䝸䝈䝮䠖䠞䠧㻙㻣䚷䝣䝹䝬䝊䞁䝍䝁䞊䝔䜱䞁䜾䚷㻛䚷ᒓ䠖䝧䝹䝖䝫䞊䝏䚸䝇䝖䝷䝑䝥

㻌 㻌 㻢㻌 㻝㻡㼙㼙 䃥㻌 㻞㻚㻡㼙㼙㻌  6.25 9.5㻌 㻝㻡㻣㼙㻌 ⣙ 㻟㼙 㻥㻢㽢㻤㻢㽢㻞㻤䟚㻌 ⣙㻝㻟㻜 䡃㻌 ￥16,000 
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䖃  ᥋║㒊䛻᧯స䛜⡆༢䛺䝽䞁䝍䝑䝏䝇䝷䜲䝗ᘧ䛾䜰䜲䝢䞊䝇᥇⏝

䖃  㜵䚸㜵㟝ᶵ⬟䜢㧗䜑䜛❅⣲䜺䝇䜢ሸ䚷䖃䚷㻮㼍㻷㻙㻠䝥䝸䝈䝮⏝

䖃  䜴䜷䞊䝍䞊䝥䝹䞊䝣

䖃  㻮㼍㻷㻙㻠䝥䝸䝈䝮⏝䚷䚷䖃  䝣䝹䝬䝹䝏䝺䜲䝲䞊䝁䞊䝔䜱䞁䜾

䖃  䛔䜔䛩䛥䛸ᇶᮏᛶ⬟䜢ව䛽ഛ䛘䛯䝝䜲䝇䝨䝑䜽║㙾

䖃 ᮏయ䛿䝣䜷䞊䝹䝗䛸᧯సᛶ䛻ඃ䜜䛯䝷䝞䞊䝁䞊䝖ୖ䛢

䖃 䝝䜲䝖䝷䞁䝇䝭䝑䝅䝵䞁㻌䝬䝹䝏䝺䜲䝲䞊䝁䞊䝔䜱䞁䜾

䖃 㔝እ䛾⏝䛻Ᏻᚰ䛾䜴䜷䞊䝍䞊䝥䝹䞊䝣䝍䜲䝥䚹

⇻⇇∞∏⇩⇕⇟≩ ‟≥‒⁛⁞⁗
－ FarluxⓇ F-B silver －

⇈∐∞⇰≩ ”⅙－ ArenaⓇ  F+ －

⇙∙⇷⇕⇮⇥⇊⇽↝ஜӑაᦟ

̅ⅳ↳ↈↄ↗ɼᙲೞᏡ⇁ψ↜ͳⅷ⇵⇊⇟∀⇩⇕∈⇭∑

⇑∈⇻∏∞⇞∋⇑∏∞↝ஜӑაᦟ

8× 10×4284-8241 4284-1281

 ಸ⋡㻌 ᑐ≀䝺䞁䝈㻌 ᑕฟ▖ᚄ㻌 䜛䛥㻌 ⷧᬽಀᩘ㻌 㻝㻜㻜㻜㼙 䛻䛚䛡䜛ど㔝㻌 ↔Ⅼ⮳㏆㊥㞳㻌 ⣡䝃䜲䝈㻌 㔜䛥㻌 ᮏయ౯᱁㻌 㻶㻭㻺

4284-8241㻌 㻤㻌 㻞㻠㼙㼙 䃥㻌 㻟㼙㼙㻌  9 13.9 109m 3m 㻥㻣㽢㻢㻡䟚㻌 ⣙㻞㻟㻜 䡃㻌 ￥72,600 4026158-759238

4284-1281㻌 㻝㻜㻌 㻞㻤㼙㼙 䃥㻌 㻞㻚㻤㼙㼙㻌  7.8 16.7 86m 4m 㻝㻝㻤㽢㻣㻜䟚㻌 ⣙㻞㻢㻜 䡃㻌 ￥79,800 4026158-912459

 ಸ⋡㻌 ᑐ≀䝺䞁䝈㻌 ᑕฟ▖ᚄ㻌 䜛䛥㻌 ⷧᬽಀᩘ㻌 㻝㻜㻜㻜㼙 䛻䛚䛡䜛ど㔝㻌 ↔Ⅼ⮳㏆㊥㞳㻌 ⣡䝃䜲䝈㻌 㔜䛥㻌 ᮏయ౯᱁㻌 㻶㻭㻺

4253-825㻌 㻤㻌 㻞㻡㼙㼙 䃥㻌 㻟㻚㻝㼙㼙㻌  9.8 14.1 96m 2m 㻝㻝㻤㽢㻝㻝㻞㽢㻠㻝䟚㻌 ⣙㻟㻟㻞 䡃㻌 ￥75,000 4048347-207603

 ಸ⋡㻌 ᑐ≀䝺䞁䝈㻌 ᑕฟ▖ᚄ㻌 䜛䛥㻌 ⷧᬽಀᩘ㻌 㻝㻜㻜㻜㼙 䛻䛚䛡䜛ど㔝㻌 ↔Ⅼ⮳㏆㊥㞳㻌 ⣡䝃䜲䝈㻌 㔜䛥㻌 ᮏయ౯᱁㻌 㻶㻭㻺

4256-825㻌 㻤㻌 㻞㻡㼙㼙 䃥㻌 㻟㻚㻝㼙㼙㻌  9.8 14.1 124m 6m 㻝㻜㻠㽢㻣㻡㽢㻠㻟䟚㻌 ⣙㻟㻜㻜 䡃㻌 ￥20,000 4048347-323457 

4256-125㻌 㻝㻜㻌 㻞㻡㼙㼙 䃥㻌 㻞㻚㻡㼙㼙㻌  6.3 15.8 101m 6m 㻝㻜㻠㽢㻣㻡㽢㻠㻟䟚㻌 ⣙㻟㻜㻜 䡃㻌 ￥21,800 4048347-323440

䖃ᒓရ䠖⣡䜿䞊䝇䚸䝇䝖䝷䝑䝥䚷䖃㻠㻞㻤㻠㻙㻤㻞㻠㻝䚸㻠㻞㻤㻠㻙㻝㻞㻤㻝䠖ཷὀⓎὀ

䖃ඹ㏻䚷ᒓရ䠖⣡䜿䞊䝇䚸䝇䝖䝷䝑䝥䚷䖃ཷὀⓎὀ

䖃ᒓရ䠖⣡䜿䞊䝇䚸䝇䝖䝷䝑䝥

バイソン　－ bison －

䖃  㻮㼍㻷㻙㻠ཬ䜃㻮㻷㻙㻣䝥䝸䝈䝮⏝䚷䚷䖃  䝣䝹䝬䝹䝏䝺䜲䝲䞊䝁䞊䝔䜱䞁䜾㻌㻌

䖃  䜴䜷䞊䝍䞊䝥䝹䞊䝣䚷䚷䖃  㜵䚸㜵㟝ᶵ⬟䜢㧗䜑䜛❅⣲䜺䝇䜢ሸ

8×

8× 10×

4253-825

4256-825 4256-125

Binoculars

受注
発注

受注
発注

受注
発注
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⇟∄∞⇮⇭⇜⇊∙ᕓӑაᦟ

∈⇴⇕∓⇑∏∞↝ӑაᦟ

⇠∞∆⇥⇊⇽ӑაᦟ

‧⊡‣‧×4229-1

⇹⇶≹≙⅙－ viva V6 －

ベクターズーム　－ vektor zoom －

≻‒⇹⇞∍∙⅙－ X-vision －

䖃  䝫䜿䝑䝖䛻䛩䛳䜍䜚䜎䜛ཌ䛥㻞㻡䟚䛾ⷧᆺ║㙾䚷䖃䚷㻮㻷㻙㻣䝥䝸䝈䝮⏝

䖃  䛧䛳䛛䜚䛸ᡭ䛻䛺䛨䜐ඃ䜜䛯䝣䜷䞊䝹䝗ᛶ

䖃  䝣䝹䝬䝊䞁䝍䝁䞊䝔䜱䞁䜾

䖃  䠑ಸ䛛䜙䠍䠑ಸ䜎䛷䛾䝈䞊䝮ほᐹ䛜ྍ⬟䚷䖃䚷㻮㼍㻷㻙㻠䝥䝸䝈䝮⏝

䖃  䝷䝞䞊䛾䛩䜉䜚Ṇ䜑䜢䝕䝄䜲䞁䛧䛯㻭㻮㻿ᶞ⬡䛾㍍㔞䛺ᮏయ

䖃  䝣䝹䝬䝹䝏䝺䜲䝲䞊䝁䞊䝕䜱䞁䜾

䖃  䝫䝻䝥䝸䝈䝮ᘧ║㙾䚷䚷䖃  ୧ᡭ䛷Ᏻᐃ䛧䛯䝣䜷䞊䝹䝗䛜ྍ⬟

䖃  䝣䝹䝬䝊䞁䝍䝁䞊䝔䜱䞁䜾

6×

8× 8×

8416-0615

8415-68211 8415-68212

 ಸ⋡㻌 ᑐ≀䝺䞁䝈㻌 ᑕฟ▖ᚄ㻌 䜛䛥㻌 ⷧᬽಀᩘ㻌 㻝㻜㻜㻜㼙 䛻䛚䛡䜛ど㔝㻌 ↔Ⅼ⮳㏆㊥㞳㻌 ⣡䝃䜲䝈㻌 㔜䛥㻌 ᮏయ౯᱁㻌 㻶㻭㻺

   4.2mm  17.6 10.2 105-52m  

   1.4mm  1.96 17.7 49m  

  ಸ⋡㻌 ᑐ≀䝺䞁䝈㻌 ᑕฟ▖ᚄ㻌 䜛䛥㻌 ⷧᬽಀᩘ㻌 㻝㻜㻜㻜㼙 䛻䛚䛡䜛ど㔝㻌 ↔Ⅼ⮳㏆㊥㞳㻌 ⣡䝃䜲䝈㻌 㔜䛥㻌 ᮏయ౯᱁㻌 㻶㻭㻺

8416-0615㻌 㻌 㻢㻌 㻝㻡㼙㼙 䃥㻌 㻞㻚㻡㼙㼙㻌  6.25 9.5 157m 3m 㻤㻡㽢㻤㻟䟚㻌 ⣙㻝㻟㻜 䡃㻌 ￥9,200 4026158-809858

  ಸ⋡㻌 ᑐ≀䝺䞁䝈㻌 ᑕฟ▖ᚄ㻌 䜛䛥㻌 ⷧᬽಀᩘ㻌 㻝㻜㻜㻜㼙 䛻䛚䛡䜛ど㔝㻌 ↔Ⅼ⮳㏆㊥㞳㻌 ⣡䝃䜲䝈㻌 㔜䛥㻌 ᮏయ౯᱁㻌 㻶㻭㻺

8415-68211㻌䝤䝷䝑䜽㻌 㻌          4048347-052098

8415-68212㻌䝩䝽䜲䝖㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 4048347-052104

䖃ᒓရ䠖⣡䜿䞊䝇䚸䝇䝖䝷䝑䝥

䖃ᒓရ䠖⣡䜿䞊䝇䚸䝇䝖䝷䝑䝥

䖃ඹ㏻䚷ᒓရ䠖⣡䜿䞊䝇

4229-1  21mm      㻞㻚㻡㼙㻌 㻥㻤㽢㻥㻡䟚㻌 ⣙㻟㻞㻜 䡃㻌 ￥26,200 4026158-183491

㻌 㻌 㻤㻌 㻞㻝㼙㼙 䃥㻌 㻞㻚㻢㼙㼙㻌  6.76 13 122m 3m 㻥㻡㽢㻤㻜䟚㻌 ⣙㻝㻤㻜 䡃㻌 ￥8,000 

5

15

Binoculars
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ҥაᦟ⇽⇩⇈⇽⇩∃⇮⇩⇉⇻⇮⇟∌⇞

4×2995-M4413

マイクロラックス　－ Microlux －

䖃  ∦ᡭ䛷ᨭ䛘䜔䛩䛔䝆䝱䝇䝖䝣䜱䝑䝖䝃䜲䝈䚷

䖃䚷䝺䞁䝈㒊ศ䛿ᮏయ䛻⣡䚸䛖䛸䛝䛰䛡ྲྀ䜚ฟ䛩䝫䝑䝥䜰䝑䝥ᘧ

䖃  䝷䝞䞊䛾䛩䜉䜚Ṇ䜑䜢䛧䚸ƫ ⬟⨾䜢㏣ồ

䖃  ⨾⾡㤋䛾ほ㈹䛿䜒䛱䜝䜣䚸䝁䞁䝃䞊䝖䝩䞊䝹䜔䜰䜴䝖䝗䜰䛷䜒䛚䛩䛩䜑䛷䛩

6×2995-M4618

㻌 ಸ⋡㻌 ᑐ≀䝺䞁䝈㻌 㻌 㻝㻜㻜㻜㼙 䛻䛚䛡䜛ど㔝㻌 ↔Ⅼ⮳㏆㊥㞳㻌 ⣡䝃䜲䝈㻌 㔜䛥㻌 ᮏయ౯᱁㻌 㻶㻭㻺

2995-M4413 㻠㻌 㻝㻟㼙㼙 䃥㻌㻌 㻞㻞㻡㼙㼙㻌 㻞㼙㻌 㻠㻝㽢㻠㻥㽢㻞㻣䟚㻌 ⣙㻠㻢 䡃 ￥8,800 4560264-113190

䖃ᒓရ䠖⣡䜿䞊䝇䚸䝇䝖䝷䝑䝥

Monoculars

㻌 ಸ⋡㻌 ᑐ≀䝺䞁䝈㻌 㻌 㻝㻜㻜㻜㼙 䛻䛚䛡䜛ど㔝㻌 ↔Ⅼ⮳㏆㊥㞳㻌 ⣡䝃䜲䝈㻌 㔜䛥㻌 ᮏయ౯᱁㻌 㻶㻭㻺

2995-M4618 㻢㻌 㻝㻤㼙㼙 䃥㻌㻌 㻝㻠㻞㼙㼙㻌 㻞㼙㻌 㻠㻡㽢㻞㻣㽢㻣㻥䟚㻌 ⣙㻣㻥 䡃㻌 ￥12,800 4560264-113206
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䖃  ㏆䛔䛸䛣䜝䜒㐲䛔䛸䛣䜝䜒ᣑ䛷䛝䜛ᡭ䛾䜂䜙䝃䜲䝈༢║㙾

䖃  䜿䝥䝷䞊ᘧ䝅䝇䝔䝮᥇⏝

䖃  ༢║㙾䛸䝇䝍䞁䝗䝹䞊䝨䜢⤌䜏ྜ䜟䛫䚸䝇䝍䞁䝗㢧ᚤ㙾䛸䛧䛶䛚䛔䛔䛯䛰䛡䜎䛩

䖃  ㏆㊥㞳䜒㐲㊥㞳䜒㧗㉁䛺ᣑീ䛜ᚓ䜙䜜䜎䛩

䖃  䜿䝥䝷䞊ᘧ䝅䝇䝔䝮᥇⏝

バリオプラス

ケプラーシステム単眼鏡
－ keplerian systems for focussing － ᢒᡈɲဇҥაᦟ

ҥაᦟ≎⇟⇥∙⇯∑∞∀

 㐲⏝ಸ⋡㻌 ↔Ⅼㄪᩚྍ⬟㊥㞳㻌㻌 ㏆⏝ಸ⋡㻌 ↔Ⅼㄪ⠇ྍ⬟㊥㞳㻌 ᑐ≀䝺䞁䝈㻌 ⣡䝃䜲䝈㻌 㔜䛥㻌 ᮏయ౯᱁㻌 㻶㻭㻺

1673-1㻌 㻞㻚㻤㻌 㻝㻡㼏㼙 䡚䌲㻌 㻟㻚㻠㻌 㻌㻝㻡 䠿䡉㻌 㻥㼙㼙䃥 㻞㻡㼙㼙䃥㽢㻠㻣㻌 ⣙㻞㻤 䡃㻌 ￥41,000 4026158-139764

1673-2 4.2㻌 㻞㻜㼏㼙 䡚䌲㻌 㻡㻚㻡㻌 㻌㻞㻜 䠿䡉㻌 㻝㻜㼙㼙䃥 㻞㻢㼙㼙䃥㽢㻡㻝㻌 ⣙㻞㻤 䡃㻌 ￥47,000 4026158-139771

1673-3㻌 㻠㻚㻞㻌 㻞㻜㼏㼙 䡚䌲㻌 㻡㻌 㻌㻞㻜 䠿䡉㻌 㻝㻞㼙㼙䃥 㻟㻜㼙㼙䃥㽢㻡㻡㻌 ⣙㻠㻢 䡃㻌 ￥41,000 4026158-139788

1673-4㻌 㻢㻌 㻞㻡㼏㼙 䡚䌲㻌 㻣㻚㻢㻌  㻞㻡 䠿䡉㻌 㻝㻢㼙㼙䃥 㻟㻜㼙㼙䃥㽢㻢㻣㻌 ⣙㻡㻢 䡃㻌 ￥47,000 4026158-139795

1671-1䚷䚷䚷䚷䚷㻌䝣䜱䞁䜺䞊䝸䞁䜾㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌㻌⣙㻢 䡃㻌 䚷￥4,000 4026158-139856

䖃ඹ㏻䚷䝺䞁䝈㻦㧗ရ㉁ගᏛ䜺䝷䝇䞉䝣䝹䝬䝹䝏䝁䞊䝕䜱䞁䜾䚷ᒓ䠖ᑓ⏝䜿䞊䝇䚸䝇䝖䝷䝑䝥䠄㻝㻢㻣㻝㻙㻝䜢㝖䛟䠅

䝣䜱䞁䜺䞊䝸䞁䜾䜢
╔䛧䛯≧ែ

㻖 䝣䜱䞁䜺䞊䝸䞁䜾
1673-1

1674-820 1674-832

༢║㙾

䝇䝍䞁䝗䝹䞊䝨

䝇䝍䞁䝗㢧ᚤ㙾

1673-2 1673-3 1673-4
1671-1

ᢒ2.8×
ᡈ3.4×
‒₥∿

ᢒ4.2×
ᡈ5.5×
‣•∿₥

ᢒ4.2×
ᡈ5.0×
‣․∿₥

ᢒ6.0×
ᡈ7.6×
‣ ∿₥

Monoculars

・・・・・・
・・・・・・
・・・・・・
・・・・・・

・・・・・・
・・・・・・
・・・・・・
・・・・・・

䖃ඹ㏻䚷䝺䞁䝈䠖䝣䝹䝬䝊䞁䝍䝁䞊䝔䜱䞁䜾䚷ᒓ䠖ᑓ⏝䜿䞊䝇

㻌 ༢║㙾ಸ⋡㻔 ↔Ⅼ⮳㏆㊥㞳䠅 䝇䝍䞁䝗䝹䞊䝨ಸ⋡㻌 䝇䝍䞁䝗㢧ᚤ㙾ಸ⋡㻌 㻝㻜㻜㻜 䡉䛻䛚䛡䜛ど㔝㻌 䝺䞁䝈䝃䜲䝈 ᮏయ౯᱁㻌 䠦䠝䠪

1674-820㻌 㻤㻔㻟㻜㼏㼙 䡚䌲㻕㻌 㻟 㽢㻌 㻞㻠 㽢㻌 125m 䠎䠌䡉䡉䃥 ￥59,000 4026158-139801

1674-832 㻤㻔㻣㻜㼏㼙 䡚䌲㻕㻌 㻟 㽢㻌 㻞㻠 㽢㻌 140m 䠏䠎䡉䡉䃥 ￥70,000 4026158-139818

≛̿

≖̿

․…̿
8×
20mm₥

8×
32mm₥

スタンド顕微鏡と
して使えます
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䖃  䛚ᡭᣢ䛱䛾║㙾䛾䝺䞁䝈䛻䝅䞊䝹䛷⡆༢䛻㈞䜚䛡䜙䜜䜛どぬ⿵ຓ䝺䞁䝈

䚷䚷䚷䛚୍ே䛚୍ே䛾どぬᶵ⬟䛻ྜ䜟䛫䛶䚸୍ ␒ぢ䜔䛩䛔⨨䛻䛴䛡䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜎䛩

䖃  ᡭ䛻ᣢ䛳䛯䜚䚸ぢ䛯┠䛜Ẽ䛻䛺䜛䛺䛹䛾䜟䛪䜙䜟䛧䛥䛜䛒䜚䜎䛫䜣

䚷䚷䚷ᚑ᮶䛾どぬ⿵ຓල䛻ẚ䜉䚸┠❧䛯䛪䚸ᛌ㐺ឤ䛜ቑ䛧䜎䛧䛯

ユニビジョン　－Uni Vison － აᦟᝳ˄ቇҥᙻᙾᙀя−∙⇠

1643-1

ҥაဇ
≋⇴∞√⇍⇟∝∈⇴ ‛

ɲაဇ
≋⇴∞√⇍⇟∝√⇉⇴ ‛

−∙⇠К٥

Lowvision

㻌 ᙧ≧㻌 ┤ᚄ㻌 㔜䛥㻌 ᮦ㉁㻌 ୰ᚰཌ ᮏయ౯᱁㻌 䠦䠝䠪

1643-1   ユニビジョンセット 㠀⌫㠃ฝ䝺䞁䝈 22mm 㻝㻚㻝㼓 ௨ୗ㻌 䜰䜽䝸䝹㻔⾲㠃䛻䜻䝈㜵Ṇຍᕤ 㻕 䠐㻚㻤 䡉䡉௨ୗ ￥355,300 4048347-049562

+8D   +10D +12D +16D +20D +24D +28D +32D +36D +40D

䖃  ⊂⮬䛾ᅇᯒᵓᡂ⢭ᐦ䝥䝷䝇䝔䜱䝑䜽䝺䞁䝈䛻䜘䜛䝻䞊䞂䜱䝆䝵䞁⏝║㙾ᆺ䝹䞊䝨

䖃  ಸ⋡䛜㧗䛟䛺䛳䛶䜒㔜㔞䞉䝃䜲䝈䛿Ṥ䛹ኚ䜚䜎䛫䜣

䖃  䝥䝷䝇ᗘᩘ䛾ቑຍ䛻䜘䜛㍽㍵㈇ᢸ䜢㍍ῶ䛥䛫䜛䛯䜑䚸䝧䞊䝇䜲䞁䞉䝥䝸䝈䝮䜢⏝

ノーヴェスシリーズ

プリズム・ビノ・コンフォート

აᦟ∑∞∀

ӑაဇᡈဇ∑∞∀

ྑ⏝

ᕥ⏝

  ಸ⋡㻌 㻰㼜㼠㻚㻌 సᴗ㊥㞳㻌 ᮏయ౯᱁㻌 㻶㻭㻺

 1681-3R 3 12 83mm  4026158-549976

1681-4R 4 16 65mm  4026158-550095

1681-5R 5 20 50mm  4026158-550118 

1681-6R 6 24 41mm  4026158-759306

 1681-3L 3 12 83mm  4026158-550064

1681-4L 4 16 65mm  4026158-550071

1681-5L 5 20 50mm  4026158-550101

 1681-6L 6 24 41mm  4026158-759290

1681-1㻔 ୖグ 㻤 Ⅼ䝉䝑䝖䜿䞊䝇䠅㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌 ￥290,400 4026158-759320

  ಸ⋡㻌 㼐㼜㼠㻚㻛㻼㼞㼕㼟㼙㼍㻌 సᴗ㊥㞳㻌 ᮏయ౯᱁䚷䚷䚷 㻶㻭㻺

 1682-4㻌 㻝㻌 㻠㻛㻡 䕧㻌 㻞㻡㻜㼙㼙㻌 㻌 㻠㻜㻞㻢㻝㻡㻤㻙㻢㻠㻤㻡㻢㻟

1682-5 1.25 㻡㻛㻢 䕧㻌 200mm  4026158-691781 

1682-6 1.5 㻢㻛㻣 䕧㻌 165mm  4026158-648570  

1682-8 2 㻤㻛㻥 䕧㻌 125mm  4026158-648587

 1682-10 2.5 㻝㻜㻛㻝㻝 䕧㻌 100mm  4026158-648556

1682-1㻔 ୖグ 㻡 Ⅼ䝉䝑䝖䜿䞊䝇䠅㻌㻌㻌㻌㻌 㻌 ￥154,000 4026158-759344

  ಸ⋡㻌 Dpt. సᴗ㊥㞳㻌 ᮏయ౯᱁㻌 㻶㻭㻺

 1680-4 1 4 250mm ￥38,000 4026158-171405

1680-6 1.5 6 165mm ￥38,000 4026158-171412 

1680-8 2 8 125mm ￥41,800 4026158-171429  

1680-10 2.5 10 100mm ￥41,800 4026158-190031

￥36,400
￥30,800

単品レンズ　本体価格 各￥31,900 　度数(カッコ内は品番/JAN) 　
8D(1643-18/4048347-049432) 10D(1643-110/4048347-049449) 12D(1643-112/4048347-049456) 16D(1643-116/4048347-049463) 20D(1643-120/4048347-049470) 
24D(1643-124/4048347-049487) 28D(1643-128/4048347-049494) 32D(1643-132/4048347-049500) 36D(1643-136/4048347-049517) 40D(1643-140/4048347-049524)

●共通　重さ18g/レンズ厚4.5mm

●共通　重さ20g/レンズ厚4mm
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䖃  䝹䞊䝨䛻ẚ䜉䛶సᴗ✵㛫䠄┠䛸ᑐ㇟≀䛸䛾㊥㞳䠅䛜㛗䛟䛸䜜䜎䛩

䖃  㙾䛿㐲᪉⏝䚸㙾䛻㏆⏝䜻䝱䝑䝥䜢䛡䜜䜀㏆⏝䛸䛺䜚㐲㏆୧⏝䛻䛚䛔䛔䛯䛰䛡䜎䛩

䖃  ║㙾ᘧ䛷୧ᡭ䛜䛒䛝䚸సᴗ䜢䛩䜛䛸䛝䛻ኚ౽䛷䛩

ガリレオシステム　－Galileo System－ ∓∞√⇉⇞∍∙−∙⇠⅙౨௹ဇ⇡⇩⇮

1632-1 ɼᦟ ᡈဇ⇓∉⇩⇽

Lowvision

㻞㻚㻞 ಸ㻔㻝㻢㻞㻝㻕 䛸㻞㻚㻡 ಸ㻔㻝㻢㻞㻞㻡㻕 䛾㐲᪉⏝䝺䞁䝈䚹 
ᑠᆺ㍍㔞䛷ᕪ䛜ᑡ䛺䛔䝺䞁䝈タィ䜢᥇⏝䚹

䛂䝉䝑䝖ෆᐜ䛃㙾䚸㏆⏝䜻䝱䝑䝥䚸䝬䝑䝖䜺䝷䝇䚸 
䝖䝷䜲䜰䝹⏝䜰䝎䝥䝍䞊䚸⣡䜿䞊䝇

㙾䛻╔䛧䛶㏆䛔䛸䛣䜝䜢ぢ䜛䛯䜑䛾䝺䞁䝈䚹
㻟㻰㼜㼠㻚 䡚㻝㻢 䠠䡌䡐㻚 䜎䛷䠔✀㢮ᥞ䛘䜎䛧䛯䚹

䕦㻝㻢㻞㻝

䕰㻝㻢㻞㻞㻡

主鏡

䝉䝑䝖ᒓရ䚷䖃䝬䝑䝖䜺䝷䝇 㼈㻡㻘㻥㻜㻜㻔㻺㼛㻚㻝㻢㻞㻝㻜㻛㻠㻜㻞㻢㻝㻡㻤㻙㻟㻜㻟㻜㻤㻜㻕䚷䖃䝖䝷䜲䜰䝹⏝䜰䝎䝥䝍䞊 㼈㻝㻘㻞㻜㻜㻔㻺㼛㻚㻝㻢㻝㻥㻛㻠㻜㻞㻢㻝㻡㻤㻙㻜㻡㻢㻞㻥㻜㻕 䖃⣡䜿䞊䝇 㼈㻢㻘㻠㻜㻜㻔㻺㼛㻚㻝㻢㻟㻞㻙㻞㻛㻠㻜㻞㻢㻝㻡㻤㻙㻟㻜㻟㻟㻣㻜㻕

䈜䝣䝺䞊䝮䛿䛤⮬ศ䛾䜒䛾䜢䛤⏝ព䛟䛰䛥䛔䚹 䈜䝖䝷䜲䜰䝹䛿᳨║ᯟ䜢⏝䛧䜎䛩䚹 䈜▹ṇ䝺䞁䝈䛜ᚲせ䛺ሙྜ䛿㙾䛻ᕷ㈍䛾䝺䞁䝈䜢 㻞㻞㼙㼙䃥䛻ຍᕤ䛧䛶╔䛧䜎䛩䚹 䈜䛭䛾ሙྜ䚸 㒊ရ䛸䛧䛶ู䜚

㻝㻢㻞㻞 䝁䝺䜽䝅䝵䞁䝺䞁䝈ྲྀ⏝䝸䞁䜾㻌౯᱁䢠㻟㻘㻡㻜㻜 䛜ᚲせ䛸䛺䜚䜎䛩䚹

近用
キャップ

  ಸ⋡㻌 㻌 సᴗ㊥㞳㻌 ど㔝㻌 㻌 㔜䛥 㻔㼓㻕㻌 ಶᩘ㻌 ᮏయ౯᱁䚷䚷䚷 㻶㻭㻺

 1621㻌 㻞㻚㻞㻌 㻌 䌲㻌 㻞㻡㻜㼙㻛㻝㻜㻜㻜㼙㻌 㻌 㻝㻢㻌 㻞㻌 ￥29,500 4026158-056313

1622-5 2.5  䌲 㻞㻟㻜㼙㻛㻝㻜㻜㻜㼙  11 1 ￥34,500 4026158-822642

㻌 㻌 ಸ⋡㻌 ಸ⋡ సᴗ㊥㞳㻌 ど㔝㻌 ど㔝㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㔜䛥 㻔㼓㻕㻌㻌㻌㻌㔜䛥 㻔㼓㻕  ᮏయ౯᱁䚷䚷 㻶㻭㻺

1621-3 1.65 1.9 330mm 67mm 64mm    4026158-056382
 1621-4 2.2 2.5 250mm 54mm 48mm    4026158-056399
1621-5 2.75 3.15 200mm 44mm 38mm    4026158-056405
1621-6 3.3 3.75 167mm 35mm 32mm    4026158-056412
 1621-8 4.4 5.0 120mm 25mm 24mm    4026158-056429
1621-10 5.5 6.25 100mm 22mm 19mm    4026158-056351
1621-12 6.6 7.5 83mm 18mm 16mm    4026158-056368
1621-16 8.8 10.0 63mm 14mm 12mm    4026158-056375

￥10,600

￥167,200

㻞㻞㼓 㻝㻣㼓

㻔㻝㻢㻞㻝⏝䠅㻔㻝㻢㻞㻝⏝䠅 㻔㻝㻢㻞㻝⏝䠅 㻔㻝㻢㻞㻞㻡⏝䠅㻔㻝㻢㻞㻞㻡⏝䠅 㻔㻝㻢㻞㻞㻡⏝䠅

■トライアル後の個人用セット　組み立て方法（ガリレオシステム、ハイブリッド・ガリレオシステム共通）

■組み立て時に必要なパーツ・工具

㻝㻚 㙾ྲྀ⏝䝥䝺䞊䝖 㻔⣲ᮦ㻯㻾㻟㻥㻕
䛾✰䛻୧ഃ䛛䜙 㻞ᯛ䛾䜶䝑䝆䞁䜾
䜰䝎䝥䝍䞊䜢䛿䜑㎸䜏䜎䛩

䝻䞊䞂䜱䝆䝵䞁䝺䞁䝈䜢║㙾䝣䝺䞊
䝮䛻╔䛩䜛䛯䜑䛾䝟䞊䝒䝉䝑䝖

ಶே⏝䝉䝑䝖⤌❧ᕤල
᭱ึ䛻ຍᕤ䛩䜛䛸䛝䛻ᚲせ䛺ᕤල
ఱᗘ䛷䜒⏝ྍ⬟

㻞㻚 䝤䝻䝑䜹䞊䜢䛳䛶
䝫䜲䞁䝖䛾⨨䜢
㙾ྲྀ⏝䝥䝺䞊䝖䛻
䛧䜎䛩

㻟㻚㻞 䛾䝟䝍䞊䞁䛻ᚑ䛳
䛶⋢ᦾ䜚ᶵ䛻䛶ᆺྲྀ䚸
䜾䝷䜲䞁䝎䞊䛷㠃ྲྀ䜚
䜢䛧䜎䛩䚹

㻠㻚 㠃ྲྀ䜚䛧䛯㙾ྲྀ⏝䝥
䝺䞊䝖䜢䝣䝺䞊䝮䛻䛿䜑㎸
䜏䚸 㙾ྲྀ⏝䜰䝎䝥䝍䞊
䜢✰䛻䛿䜑㎸䜏䜎䛩

㻡㻚 㙾ྲྀ⏝䝸䞁䜾䛻䝋䜿䝑䝖
䝇䝟䝘䜢⏝䛔䛶㙾䜢ྲྀ䜚
䛡䜎䛩

1625-S 1625-T

￥5,700 ￥2,000
㻶㻭㻺㻌㻠㻡㻢㻜㻞㻢㻠㻙㻝㻝㻠㻢㻞 㻶㻭㻺㻌㻠㻡㻢㻜㻞㻢㻠㻙㻝㻝㻠㻣㻥
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䖃  ᅇᯒᵓᡂ⢭ᐦ䝥䝷䝇䝔䜱䝑䜽䝺䞁䝈䞉䜺䝸䝺䜰䞁䝅䝇䝔䝮䛻䜘䜛䜹䝷䞊⿵ṇ

䖃  ᚑ᮶ᆺ䜘䜚᱁ẁ䛻ど㔝䛜ᗈ䛟䛺䜚䜎䛧䛯䚷䖃  ㏆⏝䝺䞁䝈䛿䛽䛒䛢ᘧ᥇⏝

䖃  ㏻ᖖ䛾䝹䞊䝨䛻ẚ䜉సᴗ㊥㞳䛜㛗䛟ྲྀ䜜䚸ゎീᗘ䜒㧗䛔䛾䛷ぢ䜔䛩䛟䛔䜔䛩䛔

䖃  ᐆ㣭䞉ṑ⛉ᴗ⏺䛺䛹䝥䝻䛾᪉䛻䜒䛚䛔䛔䛯䛰䛔䛶䛔䜎䛩

ハイブリッド・ガリレオシステム

リド・メッド／テレ・メッド

≕̿∓∞√⇉⇞∍∙−∙⇠⅙౨௹ဇ⇡⇩⇮

ӑა⅙ᡈဇ∑∞∀

Lowvision

㻞 ಸ䛾㐲᪉⏝䝺䞁䝈䚹 
᪂ᢏ⾡ 䞉ᅇᯒᵓᡂ⢭ᐦ䝥䝷䝇䝔䜱䝑䜽䝺䞁䝈᥇⏝䚹

䛂䝉䝑䝖ෆᐜ䛃㙾䚸㏆⏝䜻䝱䝑䝥䚸䝬䝑䝖䜺䝷䝇䚸 
䝖䝷䜲䜰䝹⏝䜰䝎䝥䝍䞊䚸⣡䜿䞊䝇

㙾䛻╔䛧䛶㏆䛔ᡤ䜢ぢ䜛䛯䜑䛾䝺䞁䝈䚹
㻟㻰㼜㼠㻚 䡚㻝㻞 䠠䡌䡐㻚 䜎䛷㻣 ✀㢮ᥞ䛘䜎䛧䛯䚹

㙾䛻㏆⏝䜻䝱䝑䝥䜢ྲྀ䜚䛡䛯≧ែ

主鏡

䝉䝑䝖ᒓရ䚷䖃䝬䝑䝖䜺䝷䝇 㼈㻤㻘㻤㻜㻜㻔㻺㼛㻚㻝㻢㻞㻟㻙㻜㻛㻠㻜㻞㻢㻝㻡㻤㻙㻝㻥㻡㻟㻡㻣㻕䚷䖃䝖䝷䜲䜰䝹⏝䜰䝎䝥䝍䞊 㼈㻝㻘㻞㻜㻜㻔㻺㼛㻚㻝㻢㻝㻥㻛㻠㻜㻞㻢㻝㻡㻤㻙㻜㻡㻢㻞㻥㻜㻕

䚷䚷䚷䚷䚷䚷㻌䖃⣡䜿䞊䝇 㼈㻢㻘㻠㻜㻜㻔㻺㼛㻚㻝㻢㻟㻞㻙㻞㻛㻠㻜㻞㻢㻝㻡㻤㻙㻟㻜㻟㻟㻣㻜㻕

䈜䝣䝺䞊䝮䛿䛤⮬ศ䛾䜒䛾䜢䛤⏝ព䛟䛰䛥䛔䚹 䈜䝖䝷䜲䜰䝹䛿᳨║ᯟ䜢⏝䛧䜎䛩䚹 䈜▹ṇ䝺䞁䝈䛜ᚲせ䛺ሙྜ䛿㙾䛻ᕷ㈍䛾䝺䞁䝈䜢
㻞㻞㼙㼙䃥䛻ຍᕤ䛧䛶╔䛧䜎䛩䚹 䈜䛭䛾ሙྜ䚸 㒊ရ䛸䛧䛶ู䜚 㻝㻢㻞㻞 䝁䝺䜽䝅䝵䞁䝺䞁䝈ྲྀ⏝䝸䞁䜾㻌౯᱁䢠㻟㻘㻡㻜㻜 䛜ᚲせ䛸䛺䜚䜎䛩䚹

近用
キャップ

  ಸ⋡㻌 㻰㼜㼠㻚㻌 సᴗ㊥㞳㻌 ど㔝㻌 㔜䛥 㻔㼓㻕㻌 ಶᩘ㻌 ᮏయ౯᱁㻌 㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻶㻭㻺
 1623㻌 㻞㻌 㻌 䌲㻌 㻟㻤㻜㼙㻛㻝㻜㻜㻜㼙㻌 㻝㻣㻌 㻞㻌 ￥50,600 4026158-195333 
1623-3 1.5 3 330mm 130mm 25 1 ￥11,000 4026158-193735
 1623-4 2 4 250mm 100mm 25 1 ￥11,000 4026158-193728 
1623-5 2.5 5 200mm 80mm 25 1 ￥11,000 4026158-193711 
1623-6 3 6 167mm 66mm 25 1 ￥11,000 4026158-193704
 1623-8 4 8 120mm 48mm 25 1 ￥11,000 4026158-193698
1623-10 5 10 100mm 40mm 25 1 ￥11,000 4026158-193681
1623-12 6 12 83mm 34mm 25 1 ￥11,000 4026158-193674

￥181,500

ಶே⏝䝉䝑䝖䛾⤌䜏❧䛶᪉䛿

䠏䠐䝨䞊䝆ୗ䜢䛤ཧ↷ୗ䛥䛔䚹

リド・メッド

テレ・メッド

  ಸ⋡㻌 సᴗ㊥㞳㻌 ど㔝㻌 㔜䛥 㻔㼓㻕㻌 ᮏయ౯᱁㻌 㻶㻭㻺
 1636-2 2.5 35cm 75mm 70 ￥47,300 4026158-056696 
1636-3 3 20cm 54mm 70 ￥55,000 4026158-056702
 1636-4 4 25cm 35mm 70 ￥60,500 4026158-056719 
1634 3 㻣㻜㼏㼙 䡚䌲㻌 㻝㻢㻜㼙㻛㻝㻜㻜㻜㼙㻌 70 ￥50,600 4026158-056665 
1634-4 4 㻣㻤㼏㼙 䡚䌲 㻝㻟㻜㼙㻛㻝㻜㻜㻜㼙 70 ￥60,500 4026158-056672

リド・メッド（近用）
テレ・メッド（遠用）
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䖃  ぢ䜔䛩䛥䛸║䛻ᑐ䛩䜛㈇ᢸ㍍ῶ䛻䛣䛰䜟䛳䛯䝃䞁䜾䝷䝇 

䖃  䜎䜆䛧䛥䛾ཎᅉ䛸䛺䜛▷Ἴ㛗ග䠄䝤䝹䞊䝷䜲䝖䠅䜢ຠᯝⓗ䛻䜹䝑䝖䛧㩭䛺ど⏺䜢䜻䞊䝥

䖃  ⏝┠ⓗ䛻ᛂ䛨䛶㑅䜉䜛䠏✀㢮䛾䜹䝷䞊䛸೫ග䝍䜲䝥

䖃  ║㙾⏝⪅ྥ䛡䛻䛿䜽䝸䝑䝥䜸䞁䝍䜲䝥䜢䛤⏝ព

 䝍䜲䝥㻌 䜹䝷䞊㻌 䝺䞁䝈ᮦ㉁㻌 䝣䝺䞊䝮ᮦ㉁㻌 䜹䝑䝖⋡㻌 ㏱㐣⋡㻌 䢈䢖䡬䢍ᖜ㻔㼙㼙㻕㻌 䝺䞁䝈䝃䜲䝈㻔㼙㼙㻕㻌 䛴䜛䛾㛗䛥㻌 㔜䛥㻔㼓㻕㻌 ᮏయ౯᱁㻌 㻶㻭㻺

1663-115㻌 ᑠ㻌 㻌 㻌   97% 50% 135㻌 㻡㻠 㽢㻟㻟㻌 㻝㻟㻡㻌 㻞㻤  4048347-120933
1663-215㻌 㻌 㻌 㻌   97% 50% 140 㻡㻣 㽢㻟㻡㻌 㻝㻟㻣㻌 㻟㻜  4048347-120902
1663-315㻌 䡴䢔䡫䢈䢛㻌 㻌 㻌   97% 50% 135 㻢㻜 㽢㻡㻜㻌 㻌 㻝㻢 ￥15,400 4048347-126232
1663-165 ᑠ     97% 32% 135 㻡㻠 㽢㻟㻟 135 28  4048347-120957
1663-265㻌 㻌 㻌 㻌   97% 32% 140 㻡㻣 㽢㻟㻡 137 30  4048347-120926
1663-365 䡴䢔䡫䢈䢛     97% 32% 135 㻢㻜 㽢㻡㻜  16 ￥15,400 4048347-126249
1663-185 ᑠ     98% 13% 135 㻡㻠 㽢㻟㻟 135 28  4048347-193777
1663-285      98% 13% 140 㻡㻣 㽢㻟㻡 137 30  4048347-193784
1663-385 䡴䢔䡫䢈䢛     98% 13% 135 㻢㻜 㽢㻡㻜  16 ￥15,400 4048347-193791
1663-175P ᑠ     96% 17% 135 㻡㻠 㽢㻟㻟 135 28  4048347-300052
1663-275P      96% 17% 140 㻡㻣 㽢㻟㻡 137 30  4048347-300069

䈜ኪ㛫䛾㐠㌿䛻䛿㐺ྜ䛷䛩䚹䚷䖃䝝䞊䝗䜿䞊䝇䛝䚸䜽䝸䝑䝥䜸䞁䝍䜲䝥䛿䝋䝣䝖䜿䞊䝇䛝

䜲䜶䝻䞊

䠟䠮 㻟㻥 䜰䜽䝸䝹 
䜰䝭䝗

䝷䜲䝖 
䝤䝷䜴䞁

䝤䝷䜴䞁

೫ග 
䝤䝷䜴䞁

￥19,800

￥19,800

￥19,800

￥25,000

䢈䢚䢕䡬䢓䡮䢀 ྍどග⥺

wellness PROTECT

䝒䝹䛾⪥䛛䛡㒊ศ䛿⮬⏤䛻

ᢡ䜚᭤䛢䜙䜜䜛䛾䛷䝣䜱䝑䝖

ឤ䜢㧗䜑䛶䛟䜜䜎䛩

᱁ㄪ㧗䛔䜉䛳䛣䛖ㄪ 

䝣䝺䞊䝮䚹ƫ ⬟䛰䛡䛷

䛺䛟䝕䝄䜲䞁䛻䜒䛣䛰

䜟䜚䜎䛧䛯

䝝䞊䝗䜿䞊䝇䚸 

䜽䝸䝑䝥䜸䞁䝍䜲䝥䛻䛿䝋䝣䝖䜿䞊䝇

1663-115 ᑠ䚷

1663-215 

1663-315 䜽䝸䝑䝥䜸䞁

1663-165 ᑠ䚷

1663-265 

1663-365 䜽䝸䝑䝥䜸䞁

1663-185 ᑠ䚷

1663-285 

1663-385 䜽䝸䝑䝥䜸䞁

1663-175P ᑠ䚷

1663-275P 

⇊⇎∓∞

∏⇊⇮⇼∏⇌∙

⇼∏⇌∙

͞ή−∙⇠

ྍどග⥺㏱㐣⋡ 㻡㻜䠂䚷

䝤䝹䞊䝷䜲䝖䜹䝑䝖⋡ 㻥㻣㻑

ྍどග⥺㏱㐣⋡ 㻟㻞䠂䚷

䝤䝹䞊䝷䜲䝖䜹䝑䝖⋡ 㻥㻣㻑

ྍどග⥺㏱㐣⋡ 㻝㻟䠂䚷

䝤䝹䞊䝷䜲䝖䜹䝑䝖⋡ 㻥㻤㻑

ྍどග⥺㏱㐣⋡ 㻝㻣䠂䚷

䝤䝹䞊䝷䜲䝖䜹䝑䝖⋡ 㻥㻢㻑
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⇐∞⇶∞⇛∙⇖∏⇟－ cut-off filter spectacles － ከٳዴ↳ᑶብ⇁᧸ⅿ⇛∙⇖∏⇟

䖃  ║㙾䛾ୖ䛛䜙䛡䜙䜜䜛䝃䞁䜾䝷䝇

䖃  ṇ㠃䛾䝣䜱䝹䝍䞊䛻ຍ䛘䚸䝣䝺䞊䝮ୖ㒊䛾そ䛖䝣䝺䞊䝮䛸䝃䜲䝗䛾䝣䜱䝹䝍䞊䛜

䚷䚷㻌ୖ䜔ᶓ䛛䜙䛾⣸እ⥺䜒䝅䝱䝑䝖䜰䜴䝖

䖃  ⣸እ⥺䜹䝑䝖⋡㻥㻥䠂㻌䠄ᙜ♫᳨ᐃ䛻䜘䜛䠅

䖃  ೫ගᶵ⬟䠄䜾䝺䞊䛾䜏䠅

䖃  ᑠ䛥䛔䝍䜲䝥䛿║㙾䜢䛛䛡䛶䛔䛺䛔᪉䛻䜒

1660-3801  ᑠ䚷

1660-3802  䚷

1660-4501  ᑠ䚷

1660-4502  䚷

1660-5111  ᑠ䚷

1660-5112  䚷

䜾䝺䞊 䠖೫ගᶵ⬟ 䜲䜶䝻䞊 䜰䞁䝞䞊

 䝍䜲䝥㻌 䜹䝷䞊㻌 䝺䞁䝈ᮦ㉁㻌 䝣䝺䞊䝮ᮦ㉁㻌 䜹䝑䝖⋡㻌 ㏱㐣⋡㻌 ᮏయ䝃䜲䝈㻌 䛴䜛䛾㛗䛥㻌 㔜䛥㻌 ᮏయ౯᱁㻌 㻶㻭㻺

1660-3801㻌 ᑠ㻌 㻌 㻌     㻡㻡 㽢㻝㻡㻠 㽢ཌ䛥㻠㻤㼙㼙 㻌 ⣙㻟㻢㼓㻌  4026158-139474

1660-3802㻌 㻌 㻌 㻌     㻡㻤 㽢㻝㻡㻣 㽢ཌ䛥㻡㻟㼙㼙 㻌 ⣙㻟㻣㼓㻌 㻌 㻠㻜㻞㻢㻝㻡㻤㻙㻝㻟㻥㻡㻝㻝

1660-4501㻌 ᑠ㻌 㻌 㻌     㻡㻡 㽢㻝㻡㻠 㽢ཌ䛥㻠㻤㼙㼙 㻌 ⣙㻟㻥㼓㻌 㻌 㻠㻜㻞㻢㻝㻡㻤㻙㻝㻟㻥㻠㻤㻝

1660-4502        㻡㻤 㽢㻝㻡㻣 㽢ཌ䛥㻡㻟㼙㼙 㻌 ⣙㻠㻜㼓㻌 㻌 㻠㻜㻞㻢㻝㻡㻤㻙㻝㻟㻥㻡㻞㻤

1660-5111㻌 ᑠ㻌 㻌 㻌     㻡㻡 㽢㻝㻡㻠 㽢ཌ䛥㻠㻤㼙㼙 㻌 ⣙㻟㻥㼓㻌  4026158-139498

1660-5112        㻡㻤 㽢㻝㻡㻣 㽢ཌ䛥㻡㻟㼙㼙 㻌 ⣙㻠㻜㼓㻌  4026158-139535

䖃䜾䝺䞊䠖೫ගᶵ⬟䚷䈜ኪ㛫䜔䝖䞁䝛䝹ෆ䛺䛹䛾ᬯ䛔ሙᡤ䜔䚸ᙉ䜺䝷䝇䜢⏝䛧䛯㌴䛷䛾䛤⏝䛿䛚㑊䛡ୗ䛥䛔䚹

䜾䝺䞊 䜰䝉䝔䞊䝖

䝫䝸䜹䞊䝪
䝛䜲䝖

䝫䝸䜹䞊䝪
䝛䜲䝖

㻥㻥䠂 130mm

㻝㻟䠂

㻤㻝䠂

㻝㻠䠂

䜲䜶䝻䞊

䜰䞁䝞䞊

￥14,500

￥13,200

⣸እ⥺ ྍどග⥺

䖃㻌㻌㏱䛜⨾䛧䛔୍యᡂᙧ

䖃㻌㻌䜾䝸䝑䝥䛻㧗ಸ⋡ 㻔㻡 ಸ 㻕 䛾ᑠ䝺䞁䝈

䖃㻌㻌ᦠᖏ⏝䝹䞊䝨䛾ᐃ␒

䖃㻌㻌ᦠᖏ䛻᭱㐺䛺䠏䠊䠑ಸ

ブリスターパック－ blister pack － ⇑⇞∋⇈∑↙⇼∐⇟⇥∞⇷⇩⇕

エコノミック・クリスタルルーペ エコノミック・ハンディルーペ

2612-80B

2612-60B 1730-531B

2.25×
80∿₥

2.5×
60∿₥

3.5×
45∿₥

㻌 ಸ⋡㻌 㻰㼜㼠㻚㻌㻌 䝺䞁䝈䝃䜲䝈㻌 䝺䞁䝈ᮦ㉁㻌 䝺䞁䝈✀㢮㻌 䛭䛾ᮦ㉁㻌 ᮏయ䝃䜲䝈㻌 㔜䛥㻌 ⛯㎸౯᱁㻌 㻶㻭㻺

2612-80B㻌 㻞㻚㻞㻡㻌 㻡㻌 㻤㻜㼙㼙䃥㻌 㻌 㻌 㻌 㻝㻥㻞 㽢㻤㻤 㽢㻝㻡 䟚㻌 ⣙㻤㻠 䡃㻌 ￥3,100 4560264-112292

2612-60B㻌 㻞㻚㻡㻌 㻢㻚㻠㻌 㻢㻜㼙㼙䃥㻌 㻌 㻌 㻌 㻝㻡㻡 㽢㻢㻣 㽢㻝㻞 䟚㻌 ⣙㻠㻠 䡃㻌 ￥2,100 4560264-112261

1730-131B㻌 㻟㻚㻡㻌 㻝㻜㻌 㻠㻡㼙㼙䃥㻌 㻌 㻌 㻌 㻡㻢 㽢㻡㻠 㽢㻝㻜 䟚㻌 ⣙㻞㻢 䡃㻌 ￥1,800 4560264-112209

1730-531B 3.5 10 㻠㻡㼙㼙䃥    㻡㻢 㽢㻡㻠 㽢㻝㻜 䟚㻌 ⣙㻞㻢 䡃㻌 ￥1,800 4560264-112230 

䠬䠴䠩䒆

ගᏛᶞ⬡
䝞䜲䝁䞁䝧䝑䜽䝇
䠄୧㠃ྍど䠅

㠉䜿䞊䝇
䠄䜶䝁䝺䝄䞊䠅

1730-131B

3.5×
45∿₥

ἢỶἅὅἫἕἁἋ
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1841

7210 2612-11521-6

Set1 Set2 Set3 Set4 Set5

B6SB3S

1843

7220

2837 1837-6

1841㻌 䛂䝝䞁䝕䜱䝹䞊䝨䝉䝑䝖䛃㻝㻣㻠㻜㻙㻝㻟㻜㻘㻙㻝㻡㻜㻘㻙㻝㻢㻜㻘㻙㻞㻡㻜㻘㻙㻞㻢㻜㻘㻙㻠㻡㻜㻘㻙㻠㻢㻜㻘㻙㻡㻟㻜㻘㻙㻡㻡㻜㻘㻙㻡㻢㻜㻛㻝㻣㻡㻞㻙㻝㻡㻜㻘㻙㻝㻢㻜㻘㻙㻡㻡㻜㻘㻙㻡㻢㻜㻘㻙㻤㻡㻜㻘㻙㻤㻢㻜㻌㻌ྛ㻝䜿 ￥59,300  4026158-057990

1843㻌 䛂䛚䛩䛩䜑䝹䞊䝨䝉䝑䝖䛃㻞㻜㻟㻝㻘㻝㻣㻝㻝㻘㻝㻡㻞㻝㻙㻝㻜㻘㻙㻝㻝㻘㻙㻝㻜㻹㻘㻙㻝㻝㻹㻘㻙㻞㻞㻛㻝㻣㻠㻜㻙㻝㻡㻜㻘㻙㻞㻡㻜㻘㻙㻡㻡㻜㻛㻝㻣㻡㻞㻙㻝㻢㻜㻘㻙㻡㻢㻜㻘㻙㻜㻡㻜㻝㻘㻙㻜㻡㻜㻟㻘㻙㻤㻡㻜㻌㻌ྛ㻝䜿 ￥85,400  4560264-112704

2837㻌 䛂ᗈど㔝䝹䞊䝨䝉䝑䝖䛃㻞㻢㻠㻞㻙㻢㻡㻘㻙㻤㻜㻘㻙㻝㻜㻜㻘㻙㻝㻞㻜㻘㻙㻤㻠㻜㻘㻙㻝㻡㻜㻘㻙㻝㻞㻡㻡㻌㻌ྛ㻝䜿 ￥59,000  4026158-060068

1837-6㻌 䛂㻸㻱㻰 䝽䜲䝗䝷䜲䝖䝹䞊䝨䝉䝑䝖䛃㻝㻡㻝㻝㻙㻞㻘㻟㻘㻠㻘㻠㻝㻘㻡㻘㻢㻘㻣㻘㻝㻜㻘㻝㻞㻌㻌ྛ㻝䜿 ￥94,000  4560264-113213

7210㻌 䛂䝇䝍䞁䝎䞊䝗䝉䝑䝖㻞䛃㻞㻢㻠㻞㻙㻤㻜㻘㻝㻡㻜㻛㻝㻡㻞㻝㻙㻝㻜㻘㻝㻝㻛㻝㻣㻠㻜㻙㻝㻡㻜㻘㻞㻡㻜㻘㻠㻢㻜㻘㻡㻢㻜㻛㻝㻣㻡㻞㻙㻝㻡㻜㻘㻝㻢㻜㻘㻡㻡㻜㻘㻡㻢㻜㻘㻤㻡㻜㻛㻝㻣㻝㻜㻙㻝㻠㻘㻢㻣㻘㻥㻝㻜㻌ྛ㻝 䜿 ￥78,300  4560264-111042

7220㻌 䛂䝇䝍䞁䝎䞊䝗䝉䝑䝖㻟䛃㻞㻢㻝㻠㻙㻤㻜㻘㻝㻡㻜㻛㻝㻡㻞㻝㻙㻝㻜㻘㻝㻝㻛㻝㻣㻠㻜㻙㻝㻡㻜㻘㻞㻡㻜㻘㻠㻢㻜㻘㻡㻢㻜㻛㻝㻣㻡㻞㻙㻝㻡㻜㻘㻝㻢㻜㻘㻡㻡㻜㻘㻡㻢㻜㻘㻤㻡㻜㻛㻝㻣㻝㻜㻙㻝㻠㻘㻢㻣㻘㻥㻝㻜㻌ྛ㻝 䜿 ￥73,300  4560264-111059

B3S㻌 䛂䝤䝸䝇䝍䞊䝟䝑䜽㻠 ✀㻌㻟 ಶ䝉䝑䝖䛃㻞㻢㻝㻞㻙㻤㻜㻮㻘㻙㻢㻜㻮㻘㻝㻣㻟㻜㻙㻝㻟㻝㻮㻘㻙㻡㻟㻝㻮㻌ྛ3䜿 ￥26,400  4560264-112353

B6S㻌 䛂䝤䝸䝇䝍䞊䝟䝑䜽㻠 ✀㻌㻢 ಶ䝉䝑䝖䛃㻞㻢㻝㻞㻙㻤㻜㻮㻘㻙㻢㻜㻮㻘㻝㻣㻟㻜㻙㻝㻟㻝㻮㻘㻙㻡㻟㻝㻮㻌ྛ6䜿 ￥52,800  4560264-112360

2612-1㻌 䛂䜽䝸䝇䝍䝹䝹䞊䝨䝕䜱䝇䝥䝺䜲䝉䝑䝖䛃㻞㻢㻝㻞㻙㻠㻜䚷㻞䜿㻌㻌㻞㻢㻝㻞㻙㻢㻜㻘㻌㻟 䜿㻌㻞㻢㻝㻞㻙㻤㻜㻘㻌㻟 䜿㻌2612-950 4䜿㻌 ￥33,800  4026158-785657

1521-6㻌 䛂䜲䞊䝆䞊䝫䜿䝑䝖䠝䛃㻝㻡㻞㻝㻙㻝㻜㻘㻌㻙㻝㻝㻌㻌ྛ3䜿㻌 ￥45,000  4560264-111011

Set1 䛂㻸㻱㻰 䝽䜲䝗䝷䜲䝖䝹䞊䝨䝉䝑䝖䛃㻝㻡㻝㻝㻙㻟㻘 㻝㻡㻝㻝㻙㻡㻘 㻝㻡㻝㻝㻙㻝㻜㻌ྛ䠍䜿 ￥29,900
Set2 䛂㻸㻱㻰 䝹䞊䝨䝉䝑䝖䛃㻝㻡㻝㻝㻙㻟㻘 㻝㻡㻝㻝㻙㻡㻘 㻝㻡㻞㻝㻙㻝㻜㻘 1521-11㻌ྛ䠍䜿䚷䈜㻝㻡㻞㻝 䛿ྠ䝅䝸䞊䝈䛾䛛䜙㑅䜉䜎䛩 ￥36,100
Set3 䛂ゅᆺ䝹䞊䝨䝉䝑䝖䛃㻞㻢㻠㻞㻙㻝㻞㻡㻡㻘 㻞㻢㻠㻞㻙㻝㻡㻜㻘 2642-840㻌ྛ䠍䜿 ￥28,000
Set4 䛂䜶䞁䝖䝸䞊䝉䝑䝖䛃㻞㻢㻝㻠㻙㻢㻡㻘 㻞㻢㻝㻠㻙㻤㻜㻘 㻝㻣㻡㻞㻙㻝㻡㻜㻘 1752-550㻌ྛ䠍䜿㻌䈜㻝㻣㻡㻞 䛿ྠ䝅䝸䞊䝈䛾Ⰽ䛛䜙㑅䜉䜎䛩 ￥16,300
Set5 䛂ᦠᖏ䝹䞊䝨䝉䝑䝖䛃㻝㻣㻡㻞㻙㻝㻡㻜㻘 㻝㻣㻡㻞㻙㻡㻡㻜㻘 㻝㻣㻠㻜㻙㻝㻡㻜㻘 㻝㻣㻠㻜㻙㻞㻡㻜㻘 㻝㻡㻞㻝㻙㻝㻜㻘 1521-11㻌ྛ䠍䜿㻌䈜㻝㻡㻞㻝䚸㻝㻣㻡㻞䚸㻝㻣㻠㻜 䛿ྠ䝅䝸䞊䝈䛾Ⰽ㻛䛛䜙㑅䜉䜎䛩 ￥29,400

㻌 䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䝉䝑䝖ෆᐜ㻌 本体価格 㻌 㻶㻭㻺

䖃ඹ㏻䚷ᒓ䠖ᑓ⏝䝕䜱䝇䝥䝺䜲䚷୍ྎ

⇡⇩⇮　ὼ  ὼ ʵ֥˄ՠԼ⇡⇩⇮↝Ↄకϋ

䈜┿䛿㝞ิ䜲䝯䞊䝆䛷䛩䚹 䝕䜱䝇䝥䝺䜲䚸㻼㻻㻼➼䛾䝕䝄䜲䞁䛿ኚ䜟䜛䛣䛸䛜䛒䜚䜎䛩䚹

䠄㻟㻝 㽢 㻠㻡㼏㼙䠅

䖂䝉䝑䝖⏝ᩳ䜑䝇䝏䝺䞁ྎ
䠄ᶓ 㻞㻜㽢ዟ⾜ 㻝㻡㽢㧗䛥 㻟㻢㼏㼙㻌㽢 㻞ྎ䠅

䝹䞊䝨䝉䝑䝖䚷ᑓ⏝䝕䜱䝇䝥䝺䜲䠄୍ྎ䠅 
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2918-SS

2994-S20 2994-3S162994-11S16 2905-0-1520259

㻌 䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䝉䝑䝖ෆᐜ㻌 本体価格 㻌 㻶㻭㻺

2994-11S16㻌 䛂䝅䝙䜰䜾䝷䝇䝕䜱䝇䝥䝺䜲䝉䝑䝖䚷䝷䜴䞁䝗䛃㻞㻥㻥㻠㻙㻝㻝㻝㻡㻘㻙㻝㻝㻞㻜㻘㻙㻝㻝㻞㻡㻘㻙㻝㻝㻟㻜㻌㻌ྛ4䜿㻌㻌ィ㻝㻢䜿 ￥60,800  4560264-112506

2994-S20㻌 䛂䜶䜰䞊㻼㻯 䝕䜱䝇䝥䝺䜲䝉䝑䝖䛃ྛⰍ㻗㻝㻚㻡㻌㻗㻞㻚㻜㻌㻗㻞㻚㻡㻌㻗㻟㻚㻜㻌ᗘ䛺䛧㻌ྛ㻝䜿䚷ィ㻞㻜䜿 ￥96,000  4560264-112919

2905-0-1520259㻌 䛂㻼㻯 䝡䝳䜰䞊䝕䜱䝇䝥䝺䜲䝉䝑䝖㻌䜺䞁䝯䝍䝸䝑䜽䛃㻞㻥㻜㻡㻙㻜㻝㻡㻘㻙㻜㻞㻜㻚㻙㻜㻞㻡㻌㻌ྛ3䜿㻌㻌ィ㻥䜿 ￥63,000  4560264-111967

2994-3S16㻌 䛂䝸䞊䝕䜱䞁䜾㻹㻱㻳㻭㻺㻱 䝕䜱䝇䝥䝺䜲䝉䝑䝖䛃ྛⰍ㻗㻝㻚㻡㻌ྛ㻞䜿䚸㻗㻝㻚㻜㻌䚸㻗㻞㻚㻜 ྛ㻝䜿䚷ィ㻝㻢䜿 ￥60,800  4560264-113183

2918-SS 䛂䝺䝕䜱 䞉䝖䜳 䞉䝸䞊䝗䝉䝑䝖䛃㻞㻥㻝㻤㻙㻝㻝㻡㻘㻙㻝㻞㻡㻚㻙㻞㻝㻡㻚㻙㻞㻞㻡㻚㻙㻟㻝㻡㻚㻙㻟㻞㻡㻚㻙㻠㻝㻡㻚㻙㻠㻞㻡㻚㻙㻡㻝㻡㻚㻙㻡㻞㻡㻌㻌ྛ1䜿㻌㻌ィ㻝㻜䜿 ￥42,000  4560264-111295

䖃ඹ㏻䚷ᒓ䠖ᑓ⏝䝕䜱䝇䝥䝺䜲䚷୍ྎ

⇡⇩⇮　ὼ  ὼ ʵ֥˄ՠԼ⇡⇩⇮↝Ↄకϋ

䈜┿䛿㝞ิ䜲䝯䞊䝆䛷䛩䚹 䝕䜱䝇䝥䝺䜲䚸㻼㻻㻼➼䛾䝕䝄䜲䞁䛿ኚ䜟䜛䛣䛸䛜䛒䜚䜎䛩䚹

䠄㻝㻟 㽢 㻝㻟 㽢 㻞㻜㼏㼙䠅

䠄㻝㻢 㽢 㻝㻢 㽢 㻟㻝㼏㼙䠅 䠄㻝㻢 㽢 㻝㻢 㽢 㻟㻝㼏㼙䠅䠄㻝㻢 㽢 㻝㻢 㽢 㻟㻝㼏㼙䠅 䠄㻝㻢 㽢 㻝㻢 㽢 㻟㻝㼏㼙䠅

䝅䝙䜰䜾䝷䝇䝉䝑䝖䚷ᑓ⏝䝕䜱䝇䝥䝺䜲䠄୍ྎ䠅 
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䈜┿䛿㝞ิ䜲䝯䞊䝆䛷䛩䚹 䝕䜱䝇䝥䝺䜲䚸 㻼㻻㻼 ➼䛾䝕䝄䜲䞁䛿ኚ䜟䜛䛣䛸䛜䛒䜚䜎䛩䚹 ၟရ䛿䛴䛔䛶䛚䜚䜎䛫䜣䚹

   ᑐᛂၟရ ᮏయ౯᱁

14361-907㻌 䝬䜽䝻䝷䝑䜽䝇㻌 ￥1,000
15651-907㻌 䝇䜽䝸䝪䝷䝑䜽䝇㻌 ￥1,000
15119-107㻌 㻸㻱㻰 䢘䡮䢀䢚䢓䡮䢀䢕䡬䢉䢛䝕䜱䝇䝥䝺䜲㻌 ￥2,000
2918-907㻌 䝺䝕䜱 䞉 䝖䜳 䞉 䝸䞊䝗㻌 ￥1,000

  
 ᑐᛂၟရ ᮏయ౯᱁

1031-1㻌 䝻䝂䝥䝺䞊䝖䚷㻌 ￥1,000
giftbox-b㻌 䝉䝑䝖⏝⢝⟽     ￥300
giftbox-s㻌 䝉䝑䝖⏝⢝⟽ᑠ     ￥300

15651-907

1031-1
⁙⁛⁘⁔‟⁔‚ ≌ٻ
⁙⁛⁘⁔‟⁅‚ ≌ݱ

䠄㻝㻟 㽢 㻝㻟 㽢 㻞㻜㼏㼙䠅

2918-90714361-907 15119-107

エッシェンバッハのサポート

催事等ご相談ください

novelty service　 名入れ

●生涯保証サポート
メーカーの責任と思われる、使用が困難になるような重大なレンズに関する不具合が生じた場合、ご愛用期間の長短にかかわらず、修
理あるいは交換の対応をいたします。

●トライアルサポート
ルーペは大切な目のための道具。お一人お一人に合うものをお使いいただくことがとても大切です。エッシェンバッハでは実際にお試
し頂いてからご購入いただけるトライアルサポート体制を整えております。お客様のご希望に応じてサンプル品の貸出をしております。
詳しくは弊社までお問い合わせ下さい。

エッシェンバッハでは「母の日」、「父の日」、「敬老の日」「読書週間」等の催事に適した商品をご提案させていただきます。POP 等販促物もご
用意させていただきます。
また、ルーペフェア、ロービジョン関係の展示会など、普段お取扱いのない商品がたくさん必要になった場合は、商品の委託やサンプル品の
貸出も承っております。詳しくは弊社までお問い合わせ下さい。

すべての商品にネーム・名入れをいたします。記念品やギフト、ノベルティなど様々な場面でご利用いただいております。

作成費用例
●版下代　￥15,000 ～
●印刷代　￥100 ～
●最低ロット　50ケより
●標準納期　４週間

※50ケに満たない場合でも割増料金にて承ることができます
※複数色印刷、型押し（レザー品）も可能です
印刷内容、個数によって価格や納期が変わりますので担当までお問い合わせください

Ὧᾭ̵ᾰ̵ὺ̵֫ࠉẩ ὬᾷᾠώՉࣸẩ ጘξ͢ἣዾ ἥᆸ៦ἠἱἦἕ

㻔 ᐇ㈝䠅 㻔 ᐇ㈝䠅



両面どちらから見ても同じ拡大像が見られる 倍率の低いものが多い
焦点あわせがしやすい
低倍率に多い
長時間の読み物向きアプラナートの元となる

単体でも使われる

球面ではないカーブを用いたレンズ
個々のレンズによってカーブに変化がつけられている

◎ルーペは、倍率によってレンズと見る物、
目とレンズの適正距離が異なります。適正
距離で見ないとピントが合わず、くっきり
見えません。

◎ルーペのレンズの中でも特に非球面レン
ズは適正距離を守って使用することが大切
です。適正距離を守らずに使用した場合、
逆像になる等最適な拡大像が得られません。
エッシェンバッハのルーペは、非球面レン
ズを使用している場合、本体に目とレンズ
の適正距離が表示されています。

非球面レンズ表面に回折レンズを組み込んだレンズ
大口径・高倍率のレンズを作ることができる

非球面レンズとメニスカスレンズを組み合わせたレンズ
一枚レンズに比べ焦点距離が長くとれ、レンズの周辺まで歪みがない

片面凸レンズを２枚組み合わせて作られてる
凸レンズと比較して多少重くなるが、拡大像の収差（歪み）は最小限に抑えられる

片面凹レンズと両面凸レンズを組み合わせて作られる
色収差の補正が施された高品質無収差レンズ
特に産業界向けのルーペに使用される
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レンズの素材「PXMⓇ光学樹脂」とコーティング

レンズの素材と種類

エッシェンバッハのルーペのレンズ 90％以上は
PXMⓇ光学樹脂で出来ています。
「PXMⓇ光学樹脂」は、レンズに必要とされる
「高透明度」「高純度」「高硬度」「高解像度」
をすべて備えた、大変優れた素材です。

アクリル製のレンズの場合、年数が経つと変色し、透明度が落ちる場合があります
が、エッシェンバッハ独自開発素材、PXMⓇの光学樹脂にはその心配がありません。
さらに、レンズの表裏にコーティング可能なセラティックⓇハードコーティングも
開発。引っかき傷等物理的刺激に対して非常に強い硬度であると同時に、アルコー
ル、市販の洗剤、グリース等による化学的な影響に対しても従来のコーティングに
比べ格段の改良が加えられています。

ルーペのレンズの種類

目とレンズ、
レンズと見る物の適正距離 非球面レンズの適正距離

非球面レンズの
「目とレンズの適正距離」表示
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製品価格表　≐ ≐

品番 商品名 等
本体 
価格

掲 載
ページ

1031-1 ロゴプレート大 1,000 42
1103 ダブルポケットルーペ 3 ｘ　4.5 ｘ　6ｘ　9ｘ 3,000 12
1104 ダブルポケットルーペ 3 ｘ　6ｘ 2,900 12
1109-10 繰出しルーペ ( エコノミータイプ）　10ｘ 4,700 23
1124-10 アイルーペ 10 ｘ　 3,000 24
1124-3 アイルーペ 3 ｘ　 2,300 24
1124-5 アイルーペ 5 ｘ　 2,500 24
1124-7 アイルーペ 7 ｘ 2,800 24
1130 アイルーペ 15 ｘ　 3,900 24
1151-4 ライトグリップＬＥＤ（ドッキングスケールルーペ用） 12,100 25
1152-01 スケール（ドッキングスケールルーペ用） 4,700 25
1152-02 スケール（ドッキングスケールルーペ用） 4,700 25
1152-03 スケール（ドッキングスケールルーペ用） 4,700 25
1152-04 スケール（ドッキングスケールルーペ用） 4,700 25
1153 ワイドスタンドルーペ 8 ｘ 3,900 24
1154-10 精密ドッキングスケールルーペ 10 ｘ 17,600 25
1154-7 精密ドッキングスケールルーペ 7 ｘ 16,500 25
1176-10 精密繰出しルーペ 10 ｘ 8,000 23
1176-12 精密繰出しルーペ 12 ｘ 9,400 23
1176-6 精密繰出しルーペ 6 ｘ 7,200 23
1176-8 精密繰出しルーペ 8 ｘ 7,600 23
1177-5 精密繰出しルーペ 5 ｘ 8,100 23
1178-10 精密繰出しルーペ 10 ｘ 7,600 23
1178-15 精密繰出しルーペ 15 ｘ 8,600 23
1178-20 精密繰出しルーペ 20 ｘ 9,600 23
1182-10 精密繰出しルーペ 10 ｘ 8,600 23
1184-10 精密繰出しルーペ 10 ｘ 14,300 23
1184-20 精密繰出しルーペ 20 ｘ 16,000 23
1186-9 精密繰出しルーペ 3 ｘ＋ 6ｘ＝ 9ｘ 14,900 23
1187 精密繰出しルーペ 4 ｘ＋ 6ｘ＝ 10 ｘ 11,000 23
1255 精密リネンテスター 10ｘ　 4,800 25
1256 精密リネンテスター 8ｘ　 5,100 25
1258 精密リネンテスター 6ｘ　 6,600 25
1259 精密リネンテスター 5ｘ　 8,400 25
1270 リネンテスター ( エコノミータイプ） 5 ｘ 2,300 25
1271 リネンテスター ( エコノミータイプ） 10 ｘ 2,100 25
1272 リネンテスター ( エコノミータイプ）8ｘ 2,200 25
1420 デスクトップルーペ 1.8 ｘ /65mmφ 10,800 16
1421 デスクトップルーペ 1.8 ｘ /65mmφ枠付 11,900 16
1424 デスクトップルーペ 1.8 ｘ /45mmφ 6,400 16
1426 デスクトップルーペ 1.8 ｘ /35 ｘ 50mm 12,500 16
1436 デスクトップルーペ 2.2 ｘ /33 ｘ 64mm 15,200 16
1436-1 マクロラックス 2.2 ｘ 18,700 13
14361-907 マクロラックス ディスプレイセット 1,000 42
1436-2 マクロラックス 3.6 ｘ 20,900 13
1438-30 メナス LUX 3 ｘ 16,300 14
1438-8 メナスズーム 2.2 ｘ～ 3.4 ｘ 18,000 16
1511-10 ＬＥＤワイドライトルーペ 10ｘ 8,800 6
1511-12 ＬＥＤワイドライトルーペ 12.5 ｘ 9,900 6
1511-2 ＬＥＤワイドライトルーペ 3ｘ 10,000 6
1511-3 ＬＥＤワイドライトルーペ 3.5 ｘ　75 Ｘ 50mm 11,000 6
1511-4 ＬＥＤワイドライトルーペ 4ｘ　75 ｘ 50 ｍｍ 15,200 6
1511-41 ＬＥＤワイドライトルーペ 4ｘ 9,900 6
1511-5 ＬＥＤワイドライトルーペ 5ｘ 10,100 6
1511-6 ＬＥＤワイドライトルーペ 6ｘ 10,800 6
1511-7 ＬＥＤワイドライトルーペ 7ｘ 8,300 6
15119-107 LED ワイドライトルーペ ディスプレイセット 2,000 42
1521-10 イージーポケット ブラック 7,500 5
1521-10BF イージーポケット ブラック（バタフライ） 7,500 5
1521-10IV イージーポケット ブラック（アイビー） 7,500 5
1521-10M イージーポケット ブラック（マーガレット） 7,500 5
1521-11 イージーポケット シルバー 7,500 5
1521-11BF イージーポケット シルバー（バタフライ） 7,500 5
1521-11IV イージーポケット シルバー（アイビー） 7,500 5
1521-11M イージーポケット シルバー（マーガレット） 7,500 5
1521-11S01 easy POCKET シルバースワロフスキー Stella 9,700 4
1521-11S02 easy POCKET シルバースワロフスキーMilky Way 9,700 4
1521-11S03 easy POCKET シルバースワロフスキー Astro Arts 9,700 4
1521-11Sa1 easy POCKET シルバースワロフスキー fluer de luxe 30,000 4
1521-22 イージーポケット メタリックブルー  4 ｘ 9,500 5
1521-6 イージーポケットＡ（セット） 45,000 40
1550-73 ヘッドのみ（置き型ライトルーペ） 10 ｘ 6,200 15
1550-74 置き型ライトルーペ 10 ｘ 16,500 15

品番 商品名 等
本体 
価格

掲 載
ページ

1551-73 ヘッドのみ（置き型ライトルーペ） 7 ｘ 6,200 15
1551-74 置き型ライトルーペ 7 ｘ 16,500 15
1552-73 ヘッドのみ（置き型ライトルーペ） 6 ｘ 5,300 15
1552-74 置き型ライトルーペ 6 ｘ 15,600 15
1553-93 ヘッドのみ（置き型ライトルーペ） 5 ｘ 4,000 15
1553-94 置き型ライトルーペ 5 ｘ 14,300 15
1554-93 ヘッドのみ（置き型ライトルーペ） 4 ｘ 6,700 15
1554-94 置き型ライトルーペ 4 ｘ 17,100 15
1557-73 ヘッドのみ（置き型ライトルーペ） 12.5 ｘ 8,100 15
1557-74 置き型ライトルーペ 12.5 ｘ 18,500 15
1559-93 ヘッドのみ（置き型ライトルーペ） 3 ｘ 6,200 15
1559-94 置き型ライトルーペ 3 ｘ 16,500 15
1565-1 スクリボラックス 2.8 ｘ 14,500 13
15651-907 スクリボラックス ディスプレイセット 1,000 42
1566 ヴィゾ・ルクス・プラス 3 ｘ 22,000 14
1580-63 ヘッドのみ（置き型ライトルーペ） 3 ｘ 10,300 15
1580-64 置き型ライトルーペ 3 ｘ 20,700 15
1582-63 ヘッドのみ（置き型ライトルーペ） 2.8 ｘ 13,400 15
1582-64 置き型ライトルーペ 2.8 ｘ 23,800 15
1586-14 パワーラックス クールライト 3.5 ｘ 20,900 13
1586-20 パワーラックス クールライト 5 ｘ 20,900 13
1586-201 パワーラックス ウォームライト 5 ｘ 20,900 13
1586-28 パワーラックス クールライト 7x 20,900 13
1599-40 グリップ（置き型ライトルーペ用） 10,800 15
1605 リーディングデスク 10,800 15
1605-1 ガイドレイル（リーディングデスク用） 7,700 15
1619 トライアル用アダプター（2枚セット） 1,200 36
1621 ガリレオ主鏡 2.2 ｘ 29,500 36
1621-0 ガリレオ主鏡用マットガラス 5,900 36
1621-10 近用かぶせレンズ 10 Ｄ 10,600 36
1621-12 近用かぶせレンズ 12 Ｄ 10,600 36
1621-16 近用かぶせレンズ 16 Ｄ 10,600 36
1621-3 近用かぶせレンズ 3 Ｄ 10,600 36
1621-4 近用かぶせレンズ 4 Ｄ 10,600 36
1621-5 近用かぶせレンズ 5 Ｄ 10,600 36
1621-6 近用かぶせレンズ 6 Ｄ 10,600 36
1621-8 近用かぶせレンズ 8 Ｄ 10,600 36
1622-5 ガリレオ主鏡 2.5 ｘ 34,500 36
1623 ニューガリレオ弱視鏡　主鏡　2ｘ 50,600 37
1623-0 ニューガリレオシステムマットガラス 8,800 37
1623-10 ニューガリレオ近用キャップ　10D 11,000 37
1623-12 ニューガリレオ近用キャップ　12D 11,000 37
1623-3 ニューガリレオ近用キャップ　3D 11,000 37
1623-4 ニューガリレオ近用キャップ　4D 11,000 37
1623-5 ニューガリレオ近用キャップ　5D 11,000 37
1623-6 ニューガリレオ近用キャップ　6D 11,000 37
1623-8 ニューガリレオ近用キャップ　8D 11,000 37
1624-11 MAX TV FACELIFT 2.1 ｘ 12,500 19
1624-51 MAX DETAIL FACELIFT 2 ｘ 12,500 19
1624-6 MAX DETAIL クリップ 2 ｘ 14,500 19
1625-S ガリレオシステムバーツ個人用基本セット 5,700 36
1625-T ガリレオ取付スパナーセット 2,000 36
1630 ハイブリッドガリレオシステムトライアルセット 181,500 37
1632-1 ガリレオトライアルセット 167,200 36
1632-2 ガリレオトライアルセット用収納ケース 6,400 36
1634 テレメッド 3 ｘ 50,600 37
1634-4 テレメッド 4 ｘ 57,200 37
1636-2 リドメッド 2.5 ｘ 47,300 37
1636-3 リドメッド 3 ｘ 55,000 37
1636-4 リドメッド 4 ｘ 60,500 37
1643-1 UNIVISON　トライアルセット 355,300 35
1643-110 UNIVISON　単品レンズ　10Ｄ 31,900 35
1643-112 UNIVISON　単品レンズ　12Ｄ 31,900 35
1643-116 UNIVISON　単品レンズ　16Ｄ 31,900 35
1643-120 UNIVISON　単品レンズ　20Ｄ 31,900 35
1643-124 UNIVISON　単品レンズ　24Ｄ 31,900 35
1643-128 UNIVISON　単品レンズ　28Ｄ 31,900 35
1643-132 UNIVISON　単品レンズ　32Ｄ 31,900 35
1643-136 UNIVISON　単品レンズ　36Ｄ 31,900 35
1643-140 UNIVISON　単品レンズ　40Ｄ 31,900 35
1643-18 UNIVISON　単品レンズ　８Ｄ 31,900 35
1644-5 フレーム（ラボフレーム用） 9,400 21
1644-50 ラボフレーム　1.7 ｘ 14,100 20



46

品番 商品名 等
本体 
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掲 載
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1644-501 ラボフレーム　1.7 ｘ　2.0 ｘ 18,200 20
1644-502 ラボフレーム　1.7 ｘ　2.5 ｘ 18,200 20
1644-503 ラボフレーム　1.7 ｘ　3.0 ｘ 18,200 20
1644-51 ラボフレーム　2.0 ｘ 14,100 20
1644-511 ラボフレーム　2ｘレンズ 2枚付 18,200 20
1644-512 ラボフレーム　2.0 ｘ　2.5 ｘ 18,200 20
1644-513 ラボフレーム　2.0 ｘ　3.0 ｘ 18,200 20
1644-52 ラボフレーム　2.5 ｘ 14,100 20
1644-523 ラボフレーム　2.5 ｘ　3.0 ｘ 18,200 20
1644-53 ラボフレーム　3.0 ｘ 14,100 20
1644-54 ラボフレーム　4.0 ｘ 14,100 20
1644-547 ラボフレーム　4.0 ｘ　7.0 18,200 20
1644-57 ラボフレーム　7.0 ｘ 14,100 20
1644-599 ラボフレーム　フルセット 36,300 21
1645-1 ラボシリーズ用交換レンズ 2ｘ 4,700 21
1645-2 ラボシリーズ用交換レンズ 2.5 ｘ 4,700 21
1645-3 ラボシリーズ用交換レンズ 3ｘ 4,700 21
1645-4 ラボシリーズ用交換レンズ 4ｘ 4,700 21
1645-5 ラボシリーズ用交換レンズ 1.7 ｘ 4,700 21
1645-7 ラボシリーズ用交換レンズ 7ｘ 4,700 21
1646-17 ラボクリップ　1.7 ｘ 8,000 20
1646-2 ラボクリップ　クリップのみ 3,300 21
1646-20 ラボクリップ　2.0 ｘ 8,000 20
1646-201 ラボクリップ　1.7 ｘ　2.0 ｘ 12,100 20
1646-202 ラボクリップ　1.7 ｘ　2.5 ｘ 12,100 20
1646-203 ラボクリップ　1.7 ｘ　3.0 ｘ 12,100 20
1646-212 ラボクリップ　2.0 ｘ　2.5 ｘ 12,100 20
1646-213 ラボクリップ　2.0 ｘ　3.0 ｘ 12,100 20
1646-223 ラボクリップ　2.5 ｘ　3.0 ｘ 12,100 20
1646-247 ラボクリップ　4.0 ｘ　7.0 ｘ 12,100 20
1646-25 ラボクリップ　2.5 ｘ 8,000 20
1646-30 ラボクリップ　3.0 ｘ 8,000 20
1646-4 ラボクリップ　アームのみ 1,700 21
1646-40 ラボクリップ　4.0 ｘ 8,000 20
1646-70 ラボクリップ　7.0 ｘ 8,000 20
1647 ラボフレーム・クリップ　フルセット 44,000 21
1648 ラボヘッド　ヘッドバンドのみ 9,400 21
1648-01 ラボヘッド　1.7 ｘ　2.0 ｘ 18,200 21
1648-02 ラボヘッド　1.7 ｘ　2.5 ｘ 18,200 21
1648-03 ラボヘッド　1.7 ｘ　3.0 ｘ 18,200 21
1648-12 ラボヘッド　2.0 ｘ　2.5 ｘ 18,200 21
1648-13 ラボヘッド　2.0 ｘ　3.0 ｘ 18,200 21
1648-17 ラボヘッド　1.7 ｘ 14,100 21
1648-20 ラボヘッド　2.0 ｘ 14,100 21
1648-23 ラボヘッド　2.5 ｘ　3.0 ｘ 18,200 21
1648-25 ラボヘッド　2.5 ｘ 14,100 21
1648-30 ラボヘッド　3.0 ｘ 14,100 21
1660-3801 オーバーサングラス グレー 小（偏光） 14,500 39
1660-3802 オーバーサングラス グレー 大（偏光） 14,500 39
1660-4501 オーバーサングラス イエロー 小 13,200 39
1660-4502 オーバーサングラス イエロー 大 13,200 39
1660-5111 オーバーサングラス アンバー 小 13,200 39
1660-5112 オーバーサングラス アンバー 大 13,200 39
1663-115 ウェルネスプロテクト イエロー小 19,800 38
1663-165 ウェルネスプロテクト ライトブラウン 小 19,800 38
1663-175P ウェルネスプロテクト 偏光ブラウン  小 25,000 38
1663-185 ウェルネスプロテクト ブラウン  小 19,800 38
1663-215 ウェルネスプロテクト イエロー大 19,800 38
1663-265 ウェルネスプロテクト ライトブラウン 大 19,800 38
1663-275P ウェルネスプロテクト 偏光ブラウン  大 25,000 38
1663-285 ウェルネスプロテクト ブラウン  大 19,800 38
1663-315 ウェルネスプロテクト イエロークリップ 15,400 38
1663-365 ウェルネスプロテクト ライトブラウン クリップ 15,400 38
1663-385 ウェルネスプロテクト ブラウン  クリップ 15,400 38
1671-1 フィンガーリング（ケプラーシステム単眼鏡用） 4,000 34
1673-1 ケプラーシステム単眼鏡 2.8 ｘ ( 遠 ) / 3.4 ｘ ( 近） 41,000 34
1673-2 ケプラーシステム単眼鏡 4.2 ｘ ( 遠 ) / 5.5 ｘ ( 近） 47,000 34
1673-3 ケプラーシステム単眼鏡 4.2 ｘ ( 遠 ) / 5 ｘ ( 近） 41,000 34
1673-4 ケプラーシステム単眼鏡 6 ｘ ( 遠 ) / 7.6 ｘ ( 近） 47,000 34
1674-820 バリオプラス 8 ｘ 20 φ 59,000 34
1674-832 バリオプラス 8 ｘ 30 φ 70,000 34
1680-10 双眼式ハイパワー近用ルーペ　10D 41,800 35
1680-4 双眼式ハイパワー近用ルーペ　4D 38,000 35

品番 商品名 等
本体 
価格

掲 載
ページ

1680-6 双眼式ハイパワー近用ルーペ　6D 38,000 35
1680-8 双眼式ハイパワー近用ルーペ　8D 41,800 35
1681-1 ノーヴェスモノ　8点セットケース付 290,400 35
1681-3L ノーヴェスモノ　眼鏡式近用ルーペ　3ｘ　左 36,400 35
1681-3R ノーヴェスモノ　眼鏡式近用ルーペ　3ｘ　右　 36,400 35
1681-4L ノーヴェスモノ　眼鏡式近用ルーペ　4ｘ　左 36,400 35
1681-4R ノーヴェスモノ　眼鏡式近用ルーペ　4ｘ　右 36,400 35
1681-5L ノーヴェスモノ　眼鏡式近用ルーペ　5ｘ　左 36,400 35
1681-5R ノーヴェスモノ　眼鏡式近用ルーペ　5ｘ　右 36,400 35
1681-6L ノーヴェスモノ　眼鏡式近用ルーペ　6ｘ　左 36,400 35
1681-6R ノーヴェスモノ　眼鏡式近用ルーペ　6ｘ　右 36,400 35
1682-1 ノーヴェスビノ 5本セット ケース付 154,000 35
1682-10 ノーヴェスビノ 10D 30,800 35
1682-4 ノーヴェスビノ　4D 30,800 35
1682-5 ノーヴェスビノ　5D 30,800 35
1682-6 ノーヴェスビノ　6D 30,800 35
1682-8 ノーヴェスビノ　8D 30,800 35
1710-14 モビレント 4ｘ　35mmφレッド 3,900 12
1710-67 モビレント 7ｘ　35mmφブラック 4,200 12
1710-910 モビレント 10ｘ　35mmφホワイト 4,600 12
1711 スライドアウトルーペ 5ｘ　30mmφ 3,900 10
1730-131B エコノミーハンディルーペ  レッド  ブリスター 3.5 ｘ 1,800 39
1730-531B エコノミーハンディルーペ  ブラック ブリスター 3.5 ｘ 1,800 39
1740-130 ハンディルーペ 丸型ダークレッド 6 ｘ /30mmφ 2,800 10
1740-150 ハンディルーペ 丸型ダークレッド 3.5 ｘ /50mmφ 3,300 10
1740-160 ハンディルーペ 丸型ダークレッド 3.5 ｘ /60mmφ 3,900 10
1740-250 ハンディルーペ 丸型オリーブグリーン 3.5 ｘ /50mmφ 3,300 10
1740-260 ハンディルーペ 丸型オリーブグリーン 3.5 ｘ /60mmφ 3,900 10
1740-450 ハンディルーペ 丸型ブラウン 3.5 ｘ /50mmφ 3,300 10
1740-460 ハンディルーペ 丸型ブラウン 3.5 ｘ /60mmφ 3,900 10
1740-530 ハンディルーペ 丸型ブラック 6 ｘ /30mmφ 2,800 10
1740-550 ハンディルーペ 丸型ブラック 3.5 ｘ /50mmφ 3,300 10
1740-560 ハンディルーペ 丸型ブラック 3.5 ｘ /60mmφ 3,900 10
1752-0501 ハンディルーペ 角型 ローゼ 3.5 ｘ /50mmφ 3,900 10
1752-0502 ハンディルーペ 角型 パープル 3.5 ｘ /50mmφ 3,900 10
1752-0503 ハンディルーペ 角型 ブルー 3.5 ｘ /50mmφ 3,900 10
1752-150 ハンディルーペ 角型 レッド 3.5 ｘ /50mmφ 3,900 10
1752-160 ハンディルーペ 角型 レッド 3.5 ｘ /60mmφ 4,400 10
1752-550 ハンディルーペ 角型 ブラック 3.5 ｘ /50mmφ 3,900 10
1752-560 ハンディルーペ 角型 ブラック 3.5 ｘ /60mmφ 4,400 10
1752-850 ハンディルーペ 角型 ライトブラウン 3.5 ｘ /50mmφ 3,900 10
1752-860 ハンディルーペ 角型 ライトブラウン 3.5 ｘ /60mmφ 4,400 10
1837-6 LED ワイドライトルーペセット 94,000 40
1841 ハンディールーペセット 59,300 40
1843 おすすめルーペセット 85,400 40
2031 ハンドスタンドルーペ 2.6 ｘ /50 ｘ 100mm 11,600 17
2032 ハンドスタンドルーペ 2.8 ｘ /75 ｘ 100mm 16,000 17
2034 ハンドスタンドルーペ 3.5 ｘ /50 ｘ 75mm 10,500 17
2036 ハンドスタンドルーペ 2.6 ｘ /50 ｘ 100mmブラック 11,600 17
2050-1 ユニバーサルルーペ 2.5 ｘ 5,500 12
2131-G ペンダントルーペ ブリリアント ｼｬﾝﾊﾟﾝｺﾞｰﾙﾄﾞ 3 ｘ 12,400 11
2131-S ペンダントルーペ ブリリアント ｼﾙﾊﾞｰ 3 ｘ 12,400 11
2132-G ペンダントルーペ グレース  ｼｬﾝﾊﾟﾝｺﾞｰﾙﾄﾞ 3 ｘ 11,000 11
2132-S ペンダントルーペ グレース ｼﾙﾊﾞｰ 3 ｘ 11,000 11
2605 バールーペ　1.8 ｘ /200mm 4,200 16
2606 バールーペ　2ｘ /122mm 6,600 16
2608 バールーペ　1.8 ｘ /250mm 10,000 16
2612-1 クリスタルルーペ ディスプレイセット 33,800 40
2612-40 クリスタルルーペ 3.25 ｘ /40mmφ 1,300 8
2612-60 クリスタルルーペ 2.5 ｘ /60mmφ 2,100 8
2612-60B クリスタルルーペ 2.5x/60mmφブリスター 2,100 39
2612-80 クリスタルルーペ 2.25 ｘ /80mmφ 3,100 8
2612-80B クリスタルルーペ 2.25x/80mmφブリスター 3,100 39
2612-950 クリスタルルーペ 2ｘ /50 ｘ 90mm 3,900 8
2614-150 ホワイトルーペ 2ｘ /50 ｘ 100mm 5,900 8
2614-65 ホワイトルーペ 2.9 ｘ /65mmφ 3,700 8
2614-80 ホワイトルーペ 2.3 ｘ /80mmφ 4,800 8
2614-840 ホワイトルーペ 2.25 ｘ /40 ｘ 80mmφ 5,300 8
2626 ワイドスタンドルーペ 6ｘ 6,800 24
2628 ワイドスタンドルーペ 10ｘ 7,200 24
2636-11 デスクリーダー 2.8x,3.8 ｘ /75 ｘ 100mm 19,100 17
2642-100 広視野ルーペ 2ｘ /100mmφ 8,800 7
2642-120 広視野ルーペ 2ｘ /120mmφ 10,800 7
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2642-1255 広視野ルーペ 1.85 ｘ /55 ｘ 120mm 11,000 7
2642-150 広視野ルーペ 2ｘ /50 ｘ 100mm 9,400 7
2642-65 広視野ルーペ 3ｘ /65mmφ 5,100 7
2642-80 広視野ルーペ 2.25x80mmφ 6,300 7
2642-840 広視野ルーペ 2.25x40 ｘ 80mm 7,600 7
2655-150 ブラックルーペ 3ｘ /50 ｘ 100mm 10,800 9
2655-175 ブラックルーペ 2.8 ｘ /75 ｘ 100mm 11,600 9
2655-50 ブラックルーペ 6x/50mmφ 6,300 9
2655-60 ブラックルーペ 5x/58mmφ 7,500 9
2655-70 ブラックルーペ 4x/70mmφ 8,800 9
2655-750 ブラックルーペ 3.5x/50x70mm 9,700 9
2668-50 メディプランエルゴ 4.5 ｘ /50mmφ 9,900 9
2668-60 メディプランエルゴ 3.8 ｘ /60mmφ 9,200 9
2668-75 メディプランエルゴ 2.9 ｘ /75mmφ 10,800 9
2668-85 メディプランエルゴ 2.4 ｘ /85mmφ 11,600 9
2668-950 メディプランエルゴ 2.7 ｘ /90 ｘ 50mm 12,100 9
2677 ネックルーペ（エコノミータイプ）2ｘ /100mmφ 6,200 18
2678 ネックルーペ　2ｘ /100 ｘ 140mm 10,800 18
2771-8 スクリュークランプ（バリオシリーズ用） 9,700 22
2772-9 テーブルスタンド（バリオシリーズ用） 33,000 22
2774 スタンドルーペ 2ｘ /100 ｘ 140mm 38,500 18
2774-277901 スタンドルーペ　2.8 ｘ /75x100mm 36,000 18
2777-0 バリオＬＥＤ　1.9x 100,000 22
2777-01 交換レンズ ( バリオ LED用）2.5x 17,600 22
2777-1 バリオＬＥＤ　2.5x 112,000 22
2779-01 交換レンズ（2774 用）2.8x75x100 ｍｍ 12,700 18
2782-01 交換レンズ（2774 用）2x140x100 ｍｍ 15,200 18
2837 広視野ルーペセット 59,000 40
2855-150 専用ケース（ブラックルーペ 2655-150 用） 3,300 9
2855-175 専用ケース（ブラックルーペ 2655-175 用） 2,200 9
2855-50 専用ケース（ブラックルーペ 2655-50 用） 1,800 9
2855-60 専用ケース（ブラックルーペ 2655-60 用） 1,800 9
2855-70 専用ケース（ブラックルーペ 2655-70 用） 1,800 9
2855-750 専用ケース（ブラックルーペ 2655-750 用） 1,800 9
2905-010 ＰＣビュアー　ガンメタリック　+1.0 7,000 28
2905-015 ＰＣビュアー　ガンメタリック　+1.5 7,000 28
2905-0-1520259 PC ビュアーディスプレイセットガンメタリック 63,000 41
2905-020 ＰＣビュアー　ガンメタリック　+2.0 7,000 28
2905-025 ＰＣビュアー　ガンメタリック　+2.5 7,000 28
2905-030 ＰＣビュアー　ガンメタリック　+3.0 7,000 28
2905-110 ＰＣビュアー　シャンパンゴールド　+1.0 7,000 28
2905-115 ＰＣビュアー　シャンパンゴールド　+1.5 7,000 28
2905-120 ＰＣビュアー　シャンパンゴールド　+2.0 7,000 28
2905-125 ＰＣビュアー　シャンパンゴールド　+2.5 7,000 28
2905-130 ＰＣビュアー　シャンパンゴールド　+3.0 7,000 28
2906-334 ミニフレームビフォ　2.2 ｘ 8,800 28
2906-336 ミニフレームビフォ　2.5 ｘ 8,800 28
2906-337 ミニフレームビフォ　2.9 ｘ 8,800 28
2916-115 クリップアンドリード　ワインレッド　+1.5 4,200 29
2916-125 クリップアンドリード　ワインレッド　+2.5 4,200 29
2916-215 クリップアンドリード　アイスグレー　+1.5 4,200 29
2916-225 クリップアンドリード　アイスグレー　+2.5 4,200 29
2918-115 Ready2Read ブラック 1.5D 4,200 29
2918-125 Ready2Read ブラック 2.5D 4,200 29
2918-215 Ready2Read ブラック オーナメント 1.5D 4,200 29
2918-225 Ready2Read ブラック オーナメント 2.5D 4,200 29
2918-315 Ready2Read オレンジ オーナメント 1.5D 4,200 29
2918-325 Ready2Read オレンジ オーナメント 2.5D 4,200 29
2918-415 Ready2Read アップルグリーン オーナメント 1.5D 4,200 29
2918-425 Ready2Read アップルグリーン オーナメント 2.5D 4,200 29
2918-515 Ready2Read ロイヤルブルー オーナメント 1.5D 4,200 29
2918-525 Ready2Read ロイヤルブルー オーナメント 2.5D 4,200 29
2918-907 レディトゥリード ディスプレイセット 1,000 42
2918-SS レディトゥリードディスプレイセット 42,000 41
2994-1115 リーディンググラス　ラウンド　1.5 Ｄ 3,800 26
2994-1120 リーディンググラス　ラウンド　2.0 Ｄ 3,800 26
2994-1125 リーディンググラス　ラウンド　2.5 Ｄ 3,800 26
2994-1130 リーディンググラス　ラウンド　3.0 Ｄ 3,800 26
2994-11S16 シニアグラスディスプレイセットﾗｳﾝﾄﾞ 60,800 41
2994-2200 シニアグラス「エアー PC」パープル 度なし 4,800 26
2994-2215 シニアグラス「エアー PC」パープル 1.5D 4,800 26
2994-2220 シニアグラス「エアー PC」パープル 2.0D 4,800 26
2994-2225 シニアグラス「エアー PC」パープル 2.5D 4,800 26
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2994-2230 シニアグラス「エアー PC」パープル 3.0D 4,800 26
2994-2300 シニアグラス「エアー PC」グレー  度なし 4,800 26
2994-2315 シニアグラス「エアー PC」グレー 1.5D 4,800 26
2994-2320 シニアグラス「エアー PC」グレー 2.0D 4,800 26
2994-2325 シニアグラス「エアー PC」グレー 2.5D 4,800 26
2994-2330 シニアグラス「エアー PC」グレー 3.0D 4,800 26
2994-2400 シニアグラス「エアー PC」ブラウン 度なし 4,800 26
2994-2415 シニアグラス「エアー PC」ブラウン 1.5D 4,800 26
2994-2420 シニアグラス「エアー PC」ブラウン 2.0D 4,800 26
2994-2425 シニアグラス「エアー PC」ブラウン 2.5D 4,800 26
2994-2430 シニアグラス「エアー PC」ブラウン 3.0D 4,800 26
2994-2500 シニアグラス「エアー PC」ブラック 度なし 4,800 26
2994-2515 シニアグラス「エアー PC」ブラック 1.5D 4,800 26
2994-2520 シニアグラス「エアー PC」ブラック 2.0D 4,800 26
2994-2525 シニアグラス「エアー PC」ブラック 2.5D 4,800 26
2994-2530 シニアグラス「エアー PC」ブラック 3.0D 4,800 26
2994-3210 リーディングMEGANE パープル xブルー 1.0D 3,800 27
2994-3215 リーディングMEGANE パープル xブルー  1.5D 3,800 27
2994-3220 リーディングMEGANE パープル xブルー  2.0D 3,800 27
2994-3310 リーディングMEGANE パープル xピンク  1.0D 3,800 27
2994-3315 リーディングMEGANE パープル xピンク 1.5D 3,800 27
2994-3320 リーディングMEGANE パープル xピンク 2.0D 3,800 27
2994-3410 リーディングMEGANE ブラウン xブラウン 1.0D 3,800 27
2994-3415 リーディングMEGANE ブラウン xブラウン 1.5D 3,800 27
2994-3420 リーディングMEGANE ブラウン xブラウン 2.0D 3,800 27
2994-3510 リーディングMEGANE ブラック xグリーン 1.0D 3,800 27
2994-3515 リーディングMEGANE ブラック xグリーン 1.5D 3,800 27
2994-3520 リーディングMEGANE ブラック xグリーン 2.0D 3,800 27
2994-3S16 リーディングMEGANE ディスプレイセット 60,800 41
2994-S20 エアーＰＣディスプレイセット 96,000 41
2995-M4413 単眼鏡　マイクロラックス 4× 8,800 33
2995-M4618 単眼鏡　マイクロラックス 6× 12,800 33
4229-1 双眼鏡　ベクターズーム 5-15 ｘ 26,200 32
4253-825 双眼鏡　バイソン　8ｘ 75,000 31
4256-125 双眼鏡　アリーナＦ　10ｘ 21,800 31
4256-825 双眼鏡　アリーナＦ　8ｘ 20,000 31
4284-1281 双眼鏡　ファーラックスＦＢ 10ｘ 79,800 31
4284-8241 双眼鏡　ファーラックスＦＢ　8ｘ 72,600 31
4441-1 オペラグラス　ドレスデン　3ｘ 20,000 30
4452 オペラグラス　カルメン　3ｘ 20,000 30
4455-1 オペラグラス　フォルテッシモ　3ｘ 22,000 30
4456-1 オペラグラス　ラ・スカラ　3ｘ 22,000 30
7210 スタンダードセット 2 78,300 40
7220 スタンダードセット 3 73,300 40
8415-68211 双眼鏡　Ｘ vision　ブラック　8ｘ 8,000 32
8415-68212 双眼鏡　Ｘ vision　ホワイト　8ｘ 8,000 32
8416-0615 双眼鏡　ビバＶ 6　6ｘ 9,200 32
8416-18211 オペラグラス　ビバガーラ ブラック 6X 16,000 30
8416-18212 オペラグラス　ビバガーラ ホワイト 6X 16,000 30
B3S ブリスターパック４種３個セット 26,400 40
B6S ブリスターパック４種 6個セット 52,800 40
giftbox-b セット用化粧箱大 300 42
giftbox-s セット用化粧箱小 300 42
Set1 LED ワイドライトルーペセット 29,900 40
Set2 LED ルーペセット 36,100 40
Set3 角型ルーペセット 28,000 40
Set4 エントリーセット 16,300 40
Set5 携帯ルーペセット 29,400 40



48


