
当日お渡し可能

30枚 ¥2,824 ¥3,050 (税込)
BC8.8

PW-1.00～-8.00

90枚 ¥8,009 ¥8,650 (税込) ―

30枚 ¥2,685 ¥2,900 (税込)
BC9.0

PW-0.75～-9.00

90枚 ¥7,407 ¥8,000 (税込) ―

30枚 ¥2,546 ¥2,750 (税込)
BC9.0

PW-0.75～-9.00

90枚 ¥6,944 ¥7,500 (税込) ―

30枚 ¥2,269 ¥2,450 (税込)
BC8.4

PW-0.75～-9.00

90枚 ¥6,111 ¥6,600 (税込) ―

30枚 ¥2,269 ¥2,450 (税込) PW-0.50～-6.50

30枚 ¥2,083 ¥2,250 (税込) PW-0.75～-9.00

当日お渡し可能

6枚 ¥2,500 ¥2,700 (税込)
BC8.8

PW-1.00～-8.00

6枚 ¥1,898 ¥2,050 (税込) PW-1.00～-8.00

6枚 ¥2,083 ¥2,250 (税込)
BC8.6

PW-1.00～-8.00

6枚 ¥2,037 ¥2,200 (税込) PW-1.00～-8.00

6枚 ¥2,500 ¥2,700 (税込) ―

6枚 ¥2,407 ¥2,600 (税込)
BC8.7

-1.00～-9.00

6枚 ¥2,176 ¥2,350 (税込)
BC8.7

-1.25～-7.00

6枚 ¥1,713 ¥1,850 (税込) ―

当日お渡し可能

3枚 ¥2,500 ¥2,700 (税込) ―

アルコン
エアオプティクス プラス ハイドラグライド

メニコン
2ＷＥＥＫメニコンプレミオ

アイミー（クーパービジョン）
バイオフィニティ

アイミー（クーパービジョン）
バイオフィニティＸＲ

ジョンソン＆ジョンソン
２ウィークアキュビュー

ボシュロム
メダリストプラス

ボシュロム
メダリストⅡ

学生はスチューデントパックあり

1ヶ月使い捨てコンタクトレンズ（終日装用/連続装用）

アルコン
エアオプティクスＥＸアクア

ジョンソン＆ジョンソン
アキュビュー　オアシス

１日使い捨てコンタクトレンズ（終日装用）

アルコン
デイリーズトータルワン

ジョンソン＆ジョンソン
ワンデーアキュビュートゥルーアイ

ジョンソン＆ジョンソン
ワンデーアキュビューモイスト

アイミー（クーパービジョン）
マイデイ

メニコン
1DAYメニコンプレミオ

シード
ワンデーファインＵＶ プラス

2週間使い捨てソフトコンタクトレンズ（終日装用）

https://alcon-contact.jp/products/airoptix/hydraglyde/
https://alcon-contact.jp/products/airoptix/hydraglyde/
https://alcon-contact.jp/products/airoptix/hydraglyde/
http://www.menicon.co.jp/products/lense/premio/
http://www.menicon.co.jp/products/lense/premio/
http://www.aime.jp/biofinity/index.html
http://www.aime.jp/biofinity/index.html
http://www.aime.jp/biofinity/index.html
http://www.aime.jp/biofinity/index.html
http://acuvue.jnj.co.jp/product/2week/index.htm
http://acuvue.jnj.co.jp/product/2week/index.htm
http://www.bausch.co.jp/ja-jp/our-products/contact-lenses/lenses-for-short-sighted/medalist-plus-2-week/
http://www.bausch.co.jp/ja-jp/our-products/contact-lenses/lenses-for-short-sighted/medalist-plus-2-week/
http://www.bausch.co.jp/ja-jp/our-products/contact-lenses/lenses-for-short-sighted/medalist-ii/
http://www.bausch.co.jp/ja-jp/our-products/contact-lenses/lenses-for-short-sighted/medalist-ii/
http://www.bausch.co.jp/ja-jp/our-products/contact-lenses/lenses-for-short-sighted/medalist-ii/
https://alcon-contact.jp/products/airoptix/airoptix-ex/
https://alcon-contact.jp/products/airoptix/airoptix-ex/
http://acuvue.jnj.co.jp/product/oasys/index.htm
http://acuvue.jnj.co.jp/product/oasys/index.htm
http://www.dailies.jp/total1/
http://www.dailies.jp/total1/
http://acuvue.jnj.co.jp/product/trueye/index.htm
http://acuvue.jnj.co.jp/product/trueye/index.htm
http://acuvue.jnj.co.jp/product/moist/index.htm
http://acuvue.jnj.co.jp/product/moist/index.htm
https://coopervision.jp/contact-lenses/myday-campaign
https://coopervision.jp/contact-lenses/myday-campaign
http://www.menicon.co.jp/products/lense/1day_p/
http://www.menicon.co.jp/products/lense/1day_p/
http://www.seed.co.jp/products/contact/soft/1day_uv_plus.html
http://www.seed.co.jp/products/contact/soft/1day_uv_plus.html


30枚 ¥2,963 ¥3,200 (税込) ―

30枚 ¥3,102 ¥3,350 (税込) ―

6枚 ¥3,102 ¥3,350 (税込) ―

6枚 ¥2,824 ¥3,050 (税込) ―

6枚 ¥2,963 ¥3,200 (税込) ―

6枚 ¥2,269 ¥2,450 (税込) ―

6枚 ¥2,870 ¥3,100 (税込) ―

30枚 ¥3,148 ¥3,400 (税込) ―

30枚 ¥3,009 ¥3,250 (税込) ―

6枚 ¥2,824 ¥3,050 (税込) ―

6枚 ¥2,407 ¥2,600 (税込) ―

当日お渡し可能

30枚 ¥2,778 ¥3,000 (税込) PW-1.00～-7.00

30枚 ¥2,778 ¥3,000 (税込) ―

30枚 ¥2,778 ¥3,000 (税込) ―

30枚 ¥2,778 ¥3,000 (税込) ―

30枚 ¥2,778 ¥3,000 (税込) ―

30枚 ¥2,778 ¥3,000 (税込) ―

30枚 ¥2,778 ¥3,000 (税込) ―

30枚 ¥2,269 ¥2,450 (税込) ―

30枚 ¥2,269 ¥2,450 (税込) ―

30枚 ¥2,269 ¥2,450 (税込) ―

30枚 ¥2,269 ¥2,450 (税込) ―

6枚 ¥3,009 ¥3,250 (税込) ―

6枚 ¥3,796 ¥4,100 (税込) ―

6枚 ¥3,796 ¥4,100 (税込) ―

6枚 ¥3,796 ¥4,100 (税込) ―

6枚 ¥3,796 ¥4,100 (税込) ―

6枚 ¥3,796 ¥4,100 (税込) ―

カラー　１日使い捨てソフトコンタクトレンズ（終日装用）

カラー　２週間使い捨てソフトコンタクトレンズ（終日装用）

ジョンソン＆ジョンソン
２ウィークアキュビュー

ディファイン

ヴィヴィッド
（キャメルブラウン）

アルコン
エアオプティクスブライト
エアオプティクスカラーズ

ブラウン

ピュアヘーゼル

グリーン

グレー

ブルー

シード
アイコフレワンデーＵＶ

ベースメイク
(ライトブラウン)
ナチュラルメイク

(ブラック)
リッチメイク
(ブラウン)

グレイスメイク
（グレー）

ジョンソン＆ジョンソン
ワンデーアキュビュー
ディファインモイスト

ラディアントシック
（ゴールデンブラウン）
ラディアントスウィート

（エスプレッソブラウン）
ラディアントブライト

（ライトモカ）
ラディアントチャーム

（リッチハニーグレー）
ナチュラルシャイン

（シャイニーグレー）
ヴィヴィッド

（キャメルブラウン）
アクセント

（ルーセントブラック）

アイミー（クーパービジョン）
バイオフィニティマルチフォーカル

乱視用　２週間使い捨てソフトコンタクトレンズ（終日装用）

ジョンソン＆ジョンソン
アキュビュー　オアシス乱視用

アルコン
エアオプティクス乱視用

メニコン
2ＷＥＥＫメニコンプレミオトーリック

アイミー（クーパービジョン）
バイオフィニティトーリック

ボシュロム
メダリスト６６トーリック

遠近両用　１日使い捨てコンタクトレンズ（終日装用）

ジョンソン＆ジョンソン
ワンデーアキュビューモイストマルチフォーカル

アルコン
デイリーズアクアコンフォートプラスマルチフォーカル

遠近両用　２週間使い捨てコンタクトレンズ（終日装用）

アルコン
エアオプティクス アクア遠近両用

アイミー（クーパービジョン）
マイデイトーリック

乱視用　１日使い捨てソフトコンタクトレンズ（終日装用）

ジョンソン＆ジョンソン
ワンデーアキュビューモイスト乱視用

http://acuvue.jnj.co.jp/product/2week_define/index.htm
http://acuvue.jnj.co.jp/product/2week_define/index.htm
http://acuvue.jnj.co.jp/product/2week_define/index.htm
https://alcon-contact.jp/products/airoptix-bright-colors/
https://alcon-contact.jp/products/airoptix-bright-colors/
https://alcon-contact.jp/products/airoptix-bright-colors/
http://www.seed.co.jp/products/contact/disposable/1day_eyecoffret.html
http://www.seed.co.jp/products/contact/disposable/1day_eyecoffret.html
http://acuvue.jnj.co.jp/product/acuvue_define/lineup/
http://acuvue.jnj.co.jp/product/acuvue_define/lineup/
http://acuvue.jnj.co.jp/product/acuvue_define/lineup/
http://www.aime.jp/biofinity-toric/index.html
http://www.aime.jp/biofinity-toric/index.html
http://acuvue.jnj.co.jp/product/oasys_ast/index.htm
http://acuvue.jnj.co.jp/product/oasys_ast/index.htm
http://www.airoptix.jp/lineup/astigmatic.html
http://www.airoptix.jp/lineup/astigmatic.html
http://www.menicon.co.jp/products/lense/premio/#toric
http://www.menicon.co.jp/products/lense/premio/#toric
http://www.aime.jp/biofinity-toric/index.html
http://www.aime.jp/biofinity-toric/index.html
http://www.bausch.co.jp/ja-jp/our-products/contact-lenses/lenses-for-astigmatism/medalist-66-toric/
http://www.bausch.co.jp/ja-jp/our-products/contact-lenses/lenses-for-astigmatism/medalist-66-toric/
http://acuvue.jnj.co.jp/product/moist_mf/
http://acuvue.jnj.co.jp/product/moist_mf/
http://www.dailies.jp/products/dailies_aqua_comfort_plus_multi_focal/
http://www.dailies.jp/products/dailies_aqua_comfort_plus_multi_focal/
http://www.airoptix.jp/mf/
http://www.airoptix.jp/mf/
http://coopervision.jp/contact-lenses/myday/myday-toric
http://coopervision.jp/contact-lenses/myday/myday-toric
http://acuvue.jnj.co.jp/product/moist_ast/index.htm
http://acuvue.jnj.co.jp/product/moist_ast/index.htm


¥8,935 ¥9,650 (税込)

¥10,509 ¥11,350 (税込)

¥21,019 ¥22,700 (税込)

¥8,472 ¥9,150 (税込)

¥12,130 ¥13,100 (税込)

¥8,472 ¥9,150 (税込)

¥20,648 ～ ¥22,300 ～(税込)

¥25,602 ¥27,650 (税込)

¥14,398 ¥15,550 (税込)

¥20,000 ～ ¥21,600 ～(税込)

¥25,602 ～ ¥27,650 ～(税込)

サンコン　/　べベルトーリック　マイルドⅡ（ケア用品付）

遠近両用　ハードコンタクトレンズ（終日装用）

ＨＯＹＡ　/　マルチビューＥＸ（Ｌ）　（ケア用品付）

サンコン　/　バイフォーカルタイプ　マイルドi（ケア用品付）

コンベンショナルソフトコンタクトレンズ（終日装用）

メニコン　/　メニコンソフトＳ　（ケア用品付）

無水晶体眼用ソフトコンタクトレンズ（終日装用）

メニコン　／　メニコンソフト７２　（ケア用品付）

虹彩付ソフトコンタクトレンズ（終日装用）

シード　／　虹彩付ソフト　(ケア用品付）

円錐角膜用　ハードコンタクトレンズ（終日装用）

サンコン　/　Ｍカーブタイプ　マイルドⅡ・マイルドエピ
（ケア用品付）

ハードコンタクトレンズ（終日装用）

アイミー　/　EX-UV（ケア用品付）

メニコン　/　メニコンＺ（ケア用品付）

サンコン　/　マニュアルタイプ　マイルドⅡ
（ケア用品付）

サンコン　/　ツインベルタイプ　マイルドⅡ・マイルドエピ
（ケア用品付）

乱視用　ハードコンタクトレンズ（終日装用）

http://www.sun-con.com/product/mild2/index.html
http://www.sun-con.com/product/mild2/index.html
http://www.hoyaec.jp/product/mvex-l.html
http://www.hoyaec.jp/product/mvex-l.html
http://www.sun-con.com/product/i/index.html
http://www.sun-con.com/product/i/index.html
http://www.menicon.co.jp/products/lense/soft_s/
http://www.menicon.co.jp/products/lense/soft_s/
http://www.menicon.co.jp/products/lense/soft_72/
http://www.menicon.co.jp/products/lense/soft_72/
http://www.seed.co.jp/products/contact/list/list_01.html
http://www.seed.co.jp/products/contact/list/list_01.html
http://sun-con.com/product/design/index.html
http://sun-con.com/product/design/index.html
http://sun-con.com/product/design/index.html
http://www.aime.jp/hard_cl/myopia/nichicon_ex.html
http://www.menicon.co.jp/products/lense/meni_z/
http://sun-con.com/product/design/index.html
http://sun-con.com/product/design/index.html
http://sun-con.com/product/design/index.html
http://sun-con.com/product/design/index.html
http://sun-con.com/product/design/index.html
http://sun-con.com/product/design/index.html

