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使い捨てコンタクトレンズご購入の方へ

保証について

ご購入いただく際の注意

●  初回処方時、処方変更時には検眼・診察が必要です。

●  検査代は別途必要です。健康保険証を必ずご持参ください。

●  長期間、定期検診をお受けになっていない場合、交付をお断りすることがあります。

●  定期検査は、３～６か月に一度が目安です。

●  定期検査の際は、コンタクトレンズを装用したままで眼科に受診してください。

●  ご希望のレンズの在庫がなく当日にお渡しできない場合があります。お取り寄せには３～４日かかります。

●  原則として、返品はできません。

●  ハードレンズ・ソフトレンズは、購入時より３か月～１年(メーカーにより異なります)は、度数・カーブの変更と破損交換を致します。
　  詳細はスタッフまでお問い合わせください。

　  + 検眼・診察にて必要と診断された場合に限ります
　  + 破損交換の場合は、破損レンズの50％以上が必要です
　  + 破損交換は１回のみです

●  使い捨てコンタクトレンズの保証(度数交換・破損交換)はありません。

●  紛失の場合の保証はありません。

●  使い捨てコンタクトレンズを前回と同じメーカー・度数にて追加購入を希望される方は、在庫がない可能性があるため、
　  ３～４日前にお電話をいただければ、お取り寄せ、またはお取り置きができます。



使い捨てコンタクトはすべて無料体験あり

ワンデー アキュビュー モイスト Ⓤ
ワンデー アキュビュー モイスト 90 Ⓤ
ワンデー アキュビュー トゥルーアイ ⓢⓊ
ワンデー アキュビュー トゥルーアイ 90 ⓢⓊ
ワンデー アキュビュー オアシス ⓢⓊ
ワンデー アキュビュー オアシス 90 ⓢⓊ
ワンデー アキュビュー セラビジョンアレルケア Ⓤ
ワンデー バイオメディックスEV
ワンデー バイオメディックスEV 90
クラリティワンデー ⓢⓊ
クラリティワンデー 90 ⓢⓊ
マイデイ (MyDay) ⓢⓊ
マイデイ (MyDay) 90 ⓢⓊ
バイオトゥルー ワンデー Ⓤ
バイオトゥルー ワンデー  マキシBOX Ⓤ
アクアロックス ワンデー UV シン ⓢⓊ
アクアロックス ワンデー UV シン 90 ⓢⓊ
１day Pure うるおいプラス Ⓤ
１day Pure うるおいプラス Ⓤ
１day Pure View Support Ⓤ
 AirGrade１day UV W‒Moisture ⓢⓊ
プレシジョンワン ⓢⓊ
プレシジョンワン バリューパック ⓢⓊ
デイリーズ トータルワン ⓢ
デイリーズ トータルワン バリューパック ⓢ

ワンデー アキュビュー モイスト 乱視用 Ⓤ
ワンデー アキュビュー オアシス 乱視用 ⓢⓊ
マイデイ トーリック (MyDay toric ) ⓢⓊ
バイオトゥルー ワンデートーリック Ⓤ
１day Pure うるおいプラス 乱視用 Ⓤ
プレシジョンワン 乱視用 ⓢⓊ

 J & J

クーパービジョン

ボシュロム

シード

アルコン

１日使い捨て乱視用

１日使い捨て

 J & J

クーパービジョン
ボシュロム
シード
アルコン

交付価格/枚数

￥3,250（30）
￥8,750（90）
￥3,550（30）
￥9,600（90）
￥3,550（30）
￥9,600（90）
￥3,300（30）
￥2,420（30）
￥6,270（90）
￥2,200（30）
￥5,610（90）
￥2,610（30）
￥7,040（90）
￥2,750（30）
￥7,310（90）
￥2,970（30）
￥7,920（90）
￥2,200（32）
￥6,330（96）
￥2,100（32）
￥2,530（30）
￥2,530（30）
￥7,260（90）
￥3,300（30）
￥9,570（90）

￥3,600（30）
￥3,600（30）
￥3,190（30）
￥2,970（30）
￥2,420（32）
￥2,750（30）

 J & J
クーパービジョン
ボシュロム
シード

アルコン

ワンデーアキュビュー モイスト マルチフォーカル    Ⓤ
マイデイマルチフォーカル (MyDay multifocal )ⓢⓊ
バイオトゥルー ワンデー マルチフォーカル Ⓤ
１day Pure マルチステージ Ⓤ
１day Pure EDOF (イードフ) Ⓤ
デイリーズ トータルワン マルチフォーカル ⓢ
デイリーズ トータルワン マルチフォーカル90 ⓢ

￥3,450（30）
￥3,630（30）
￥3,300（30）
￥2,860（32）
￥2,860（32）
￥3,960（30）
￥11,220（90）

レンズ名メーカー名

１日使い捨て遠近両用

コンタクトレンズ交付価格表コンタクトレンズ交付価格表 2023 年 5月 改訂2023 年 5月 改訂

アイミー

メニコン

シード

ホヤ
ボシュロム
レインボー

ホヤ

メニコン
レインボー
サンコンタクトレンズ

シード
i‒Sight
ウルトラビジョン
LCS

ローズ K２‒T Ⓤ 
ハイサンソα非球面
M IIエムカーブ
M IIツインベル LVC
ユーソフト
スクレラルレンズ （未承認） Ⓤ
ケラソフト （未承認）
アイブリッドレンズ （未承認） Ⓤ

マルチビューEXライト（L）+1.00
マルチビューEXライト（L）+1.50

EX‒UV Ⓤ
サプリーム II Ⓤ
EX
アイスト Ⓤ
Z Ⓤ
UV‒１ Ⓤ
スーパーHiO²
ブレスオー ハード II（フィット）
AS‒LUNA
EX
EX‒O²
ハイサンソα

EX‒UV トーリック Ⓤ
ハード IIバイトーリック Ⓤ
ハード IIフロントトーリック Ⓤ

アイミー

交付価格レンズ名メーカー名

ハードレンズ

特殊な角膜用コンタクトレンズ

遠近両用ハード

￥28,050
￥17,600
￥25,300
￥25,300
￥33,000
￥46,200
￥33,000
￥38,500

￥26,400
￥26,400

￥15,400
￥17,880
￥17,880

￥8,800
￥10,450
￥11,550
￥13,200
￥14,300
￥7,700
￥8,800
￥5,500
￥5,500
￥7,150
￥7,700
￥9,900

乱視用ハード

カラーコンタクト

 J & J

クーパービジョン

ボシュロム

シード
メニコン
アルコン

２週間使い捨て
交付価格/枚数

 J & J
ボシュロム
メニコン

アルコン

２ウィーク アキュビュー Ⓤ
アキュビュー オアシス ⓢⓊ
アキュビュー オアシス スマート調光 ⓢⓊ
バイオフィニティ ⓢ
バイオフィニティXR ⓢ
メダリストプラス
メダリストII
アクアロックス ⓢ
２week Pure うるおいプラス Ⓤ
２WEEKメニコン デュオ
エアオプティクス プラス ハイドラグライド ⓢ

アキュビュー オアシス 乱視用 ⓢⓊ
バイオフィニティ トーリック ⓢ
メダリスト66 トーリック
メダリストフレッシュフィット
　　             　コンフォートモイスト 乱視用 ⓢ
エアオプティクスプラス 
　　　　　　　     ハイドラグライド乱視用 ⓢ

エアオプティクスEXアクア ⓢ
エアオプティクスメディカルユース ⓢ

アキュビューオアシスマルチフォーカル ⓢⓊ
アクアロックス 遠近両用 ⓢ
Premio遠近両用 ⓢ
Premio遠近両用toric ⓢ
エアオプティクス プラス ハイドラグライド 
　　　　　　　　　　       マルチフォーカル ⓢ

２週間使い捨て乱視用

アルコン

レンズ名メーカー名
￥3,150 （6）
￥3,150 （6）
￥3,650 （6）
￥2,420 （6）
￥2,970 （6）
￥2,860 （6）
￥2,310 （6）
￥2,530 （6）
￥2,540 （6）
￥3,300 （6）
￥2,640 （6）

￥3,600 （6）
￥2,420 （6）
￥3,410 （6）

￥3,630 （6）

￥3,190 （6）

￥3,520 （3）
￥2,420 （1）

￥3,250 （6）
￥3,300 （6）
￥3,300 （6）
￥3,300 （6）

￥3,300 （6）

２週間使い捨て遠近両用

 J & J
クーパービジョン
ボシュロム

アルコン

使い捨てカラーレンズ

１か月使い捨て

 J & J
シード

アルコン

￥3,330（30）
￥2,750（30）
￥2,750（30）
￥2,970（30）
￥2,200（30）
￥2,200（10）

ワンデー アキュビュー モイスト ディファイン Ⓤ
アイコフレ１day UV‒M Ⓤ
Belleme byアイコフレ Ⓤ 
ヒロインメイク１day UV Ⓤ
フレッシュルック デイリーズ イルミネート
フレッシュルック ワンデーカラー

シード 虹彩付カラーレンズ
交付価格レンズ名メーカー名
￥16,500

カラーソフトコンタクト

●

●

●

●

・ⓢ … シリコンハイドロジェル素材　 Ⓤ … UVカット付
・消費税込みの総額表示です
・お客様直送の送料有償化のお知らせ：J & J社は2/28受注分より全国一律550円(税込) の送料がかかります(セラビジョンアレルケアを除く）
・価格改定のお知らせ: クーパービジョン社は3/1、ボシュロム社は4/1、J & J社は 5/1より価格改定となりました。
　　　　　　　　　　  ● 6/1より価格改定を予定しているレンズです。

●


