
●HEVカット　単焦点インディビデュアルレンズ ●単焦点インディビデュアルレンズ

薄さ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 薄さ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ 薄さ ☆ ☆ ☆ ☆ 薄さ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 薄さ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ 薄さ ☆ ☆ ☆ ☆
軽さ ☆ ☆ ☆ ☆ 軽さ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 軽さ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 軽さ ☆ ☆ ☆ ☆ 軽さ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 軽さ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

※最適加工はメガネットPro玉型で最適を指定してください。

●HEVカット　累進インディビデュアルレンズ ●累進インディビデュアルレンズ

※略号○部分には、累進帯長一の位の数字を入れてください。（例：メニモグラデュアルＧＰ１６７Ｄ－ＩＲＢＬ 累進帯長１４ｍｍ 「MP74D-IRBL」）

累進帯10／12／14／16㎜ 累進帯10／12／14／16㎜ 累進帯10／12／14／16㎜

貴店名スペース
　　年　月現在

名称

メニモグラデュアル
ＰＧ１７４

Ｄ／Ｍ／Ｎ

メニモグラデュアル
ＰＧ１６７

Ｄ／Ｍ／Ｎ

メニモグラデュアル
ＰＧ１６０

Ｄ／Ｍ／Ｎ

AMC／BLC／CLM／HGC／IRBL／LTC／RUV／ENA

カラー

（ne：1.74 ）

名称

グラデュアル
ＰＧ１７４

Ｄ／Ｍ／Ｎ

グラデュアル
ＰＧ１６７

Ｄ／Ｍ／Ｎ

グラデュアル
ＰＧ１６０

Ｄ／Ｍ／Ｎ

累進帯

メニモグラデュアル
ＳＦ１７４
ＣＬ／ＳＵ

メニモグラデュアル
ＳＦ１６７
ＣＬ／ＳＵ

メニモグラデュアル
ＳＦ１６０
ＣＬ／ＳＵ

（ne：1.67 ）

無色 カラー 無色

AMC／BLC／CLM／HGC／IRBL／LTC／RUV／ENA AMC／BLC／CLM／HGC／IRBL／LTC／RUV／ENA AMC／BLC／CLM／HGC／IRBL／LTC／RUV／ENA AMC／BLC／CLM／HGC／IRBL／LTC／RUV／ENA AMC／BLC／CLM／HGC／IRBL／LTC／RUV／ENA AMC／BLC／CLM／HGC／IRBL／LTC／RUV／ENA

（ne：1.60 ）
累進帯 累進帯10／12／14／16㎜

略号
MP4○D/M/N MP7○D/M/N MP0○D/M/N GP4○D/M/N GP7○D/M/N GP0○D/M/N

屈折率 （ne：1.74 ） （ne：1.67 ） （ne：1.60 ） （ne：1.74 ） （ne：1.67 ）
累進帯10／12／14／16㎜ 累進帯10／12／14／16㎜

日本
染色 無色 カラー 無色 カラー 無色 カラー 無色 カラー

原産国 日本 日本 日本 日本 日本

無色 カラー 無色 カラー

アメイジングコート

熱・キズ・汚れに強い

IRブルーカットコート

ﾘﾌﾊﾞｯｸUVｺｰﾄ

ロータスコート

最適加工 最適加工
追加仕様
加算料金

スレンダー加工 スレンダー加工 スレンダー加工
最適加工

スレンダー加工
最適加工 最適加工最適加工

スレンダー加工スレンダー加工

エセンシアコート

（ne：1.60 ）

略号
MS74C/S MS67C/S MS60C/S GS74C/S GS67C/S GS60C/S

AMC／BLC／CLM／HGC／IRBL／LTC／RUV／ENA AMC／BLC／CLM／HGC／IRBL／LTC／RUV／ENA

屈折率 （ne：1.74 ） （ne：1.67 ） （ne：1.60 ）

AMC／BLC／CLM／HGC／IRBL／LTC／RUV／ENA

原産国 日本 日本 日本 日本 日本 日本

AMC／BLC／CLM／HGC／IRBL／LTC／RUV／ENA AMC／BLC／CLM／HGC／IRBL／LTC／RUV／ENA

無色 カラー

アメイジングコート

染色 無色 カラー 無色 カラー 無色 カラー

熱・キズ・汚れに強い

IRブルーカットコート

推奨評価

ロータスコート

エセンシアコート

ﾘﾌﾊﾞｯｸUVｺｰﾄ

追加仕様
加算料金

スレンダー加工 スレンダー加工 スレンダー加工
最適加工 最適加工 最適加工

キズと汚れに強い新撥水コート

静電気防止機能付き

最適加工
スレンダー加工

最適加工

米国FDA規格クリアーのプライマーコート付

日常生活における有害な紫外線を殆どカット

スレンダー加工 スレンダー加工
最適加工

グラデュアル　当店価格表
グラデュアル

ＳＦ１７４
ＣＬ／ＳＵ

グラデュアル
ＳＦ１６７
ＣＬ／ＳＵ

グラデュアル
ＳＦ１６０
ＣＬ／ＳＵ

１枚単価：円　税別価格

紫外線をレンズ正面９９％裏面反射９５％カット

〔アイコンマーク機能説明〕

ＨＥＶ、ＵＶ-Ａ、ＵＶ-Ｂから目と肌を守ることが大切

ワンステップメンテナンスの曇りにくい防曇コート

熱・キズ・汚れに強い各コート、ブルーライトカット
クリアマルチ、ヒートガードコート

近赤外線を約40％低減し、青色光と紫外線も
カットするコート

更に進化、キズと汚れに強い超々撥水性コート
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Life style1 ライフスタイル

それぞれのライフスタイル

に合わせて選べる５つの

レンズ設計。暮らしに

合わせて最適な設計を

お選びいただけます。

Frame2

フレーム

形状別設計

フレームの情報をレンズ

設計に組み込む事で

フレーム形状に左右されない

最適な見え方を実現します。

Personal Data
3

パーソナルデータ

フレームの情報をレンズ

設計に組み込む事で

フレーム形状に左右されない

最適な見え方を実現します。

インディビデュアルレンズ
グラデュアル

顔の形や大きさ、視力などそれぞれ異なるように好
みのフレームも異なるものです。それらの特性は時
としてクリアであるはずの視界を妨げる原因にもなり
ます。グラデュアルはあなたとフレームを調和させ、
至高の装用感と特別な視界を創り出すことに追及し
たあなただけのインディビデュアルレンズです。

gradual lens



●両面非球面レンズ ●非球面レンズ ●球面レンズ

薄さ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 薄さ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ 薄さ ☆ ☆ ☆ ☆ 薄さ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ 薄さ ☆ ☆ ☆ ☆ 薄さ ☆ ☆ ☆ ★ 薄さ ☆ ☆ ☆
軽さ ☆ ☆ ☆ ☆ 軽さ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 軽さ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 軽さ ☆ ☆ ☆ ☆ 軽さ ☆ ☆ ☆ ☆ 軽さ ☆ ☆ ☆ ☆ 軽さ ☆ ☆ ☆ ★

※メニモ174FZ、メニモ174ASは見本染色はお受けできません。 ※最適加工はメガネットPro玉型で最適を指定してください。

メニモ単焦点レンズ　当店価格表
　　年　月現在

貴店名スペース １枚単価：円　税別価格

名称 メニモ１７４ＦＺ メニモ１６７ＦＺ メニモ１６０ＦＺ メニモ１７４ＡＳ メニモ１６７ＡＳ メニモ１６０ＡＳ メニモ１６０ 特注指定料金

屈折率 （ne：1.７４　両面非球面フィールド） （ne：1.67　両面非球面フィールド） （ne：1.6０　両面非球面フィールド） （ne：1.74　非球面） （ne：1.67　非球面） （ne：1.60　非球面） （ne：1.60　球面）

AMC／BLC／CLM／HGC／IRBL／LTC／RUV／ENA

プリズム
・
偏心
・
外径
・
肉厚
・

Ｃ2.25以上
・

Ｓ10.00以上

略号
MM74-FZ MM67-FZ MM60-FZ ＭＭ74-ＡＳ ＭＭ67-ＡＳ MＭ60-AS MＭ60

AMC／BLC／CLM／HGC／IRBL／LTC／RUV／ENA

日本 日本

AMC／BLC／CLM／HGC／IRBL／LTC／RUV／ENA

染色 無色 カラー 無色 カラー 無色 カラー
原産国 日本 日本 日本 日本 日本

AMC／BLC／CLM／HGC／IRBL／LTC／RUV／ENA AMC／BLC／CLM／HGC／IRBL／LTC／RUV／ENA AMC／BLC／CLM／HGC／IRBL／LTC／RUV／ENA AMC／BLC／CLM／HGC／IRBL／LTC／RUV／ENA

無色 カラー

アメイジングコート

無色 カラー 無色 カラー 無色 カラー

　　熱・キズ・汚れに強い

　　各コート

IRブルーカットコート

リフバックＵＶコート

ロータスコート

追加仕様
加算料金

スレンダー加工 スレンダー加工 スレンダー加工 スレンダー加工 スレンダー加工
最適加工
スレンダー加工

推奨評価

エセンシアコート

最適加工 最適加工 最適加工

熱・キズ・汚れに強い各コート、ブルーライトカット
クリアマルチ、ヒートガードコート

ワンステップメンテナンスの曇りにくい防曇コート

最適加工

〔アイコンマーク機能説明〕

ＨＥＶ、ＵＶ-Ａ、ＵＶ-Ｂから目と肌をことが大切

最適加工
スレンダー加工

最適加工

自然な視界が得られる非球面設計

スタンダードな球面設計

米国FDA規格クリアーのプライマーコート付

静電気防止機能付き

光学性能と薄さを両立した両面非球面
フィールド設計

更に進化、キズと汚れに強い超々撥水性コート

紫外線をレンズ正面９９％裏面反射９５％カット

キズと汚れに強い新撥水コート

近赤外線を約40％低減し、青色光と紫外線も
カットするコート

次世代型
青色光カットレンズ
Next-generation eye-care lens

青色光対策
ＵＶ対策

透明度が高い
キズに強い

ほこりが付きにくい

国内で作られたレンズだから安心。

～青色光をカットして、
まぶしさ軽減クリアな視界～

コーティングの色はそのままに効果的な青色光カットレンズ。

従来の青色光カットレンズはコーティングで青色光を反射。
メニモは独自の技術を駆使した生地吸収タイプです。

愛知県の国内工場Ｉ(ＳＯ ９００１、１４００１認証)で作られているから
安心です。

瞳に優しい５大要素

傷に強い：超硬質コーティング標準装備(キズが付きにくい)

透明度が高い：無色に近い生地色

ＵＶ対策：４００nmを９９.89％以上カット
青色光カット：目に有害な青色光を３５％カット
静電気防止：ほこりが付きにくい

紫外線は夏だけだと思っていませんか？曇りの日は少ないと思っ

ていませんか？

目は、常に外部にさらされているため、直接的なダメージを受けやすい部分です。

しかも、紫外線は、角膜を通過し、水晶体へ到達します。

強い紫外線を受けたり、長年に渡り紫外線を受け続けた目は、さまざまな症状を

引き起こすと言われております。常日頃の対策が大切です。

朝8:00の時点ですでに、正午の約65%の紫外線量に達しています。

特に、地表に届く紫外線のうち、約95%を占めるUVAは、日の出から
日の入りまで降り注ぎ、窓ガラスも通り抜けるため室内や車内にも届きます。

紫外線は、夏だけじゃない！

メニモ必要な紫外線対策。

紫外線は朝だって早起き。

目にも本気のケア！



●HEVカット　両面設計累進レンズ ●HEVカット　内面累進レンズ

略号○部分には、累進帯長一の位の数字を入れてください。（例：メニモエスペランス１６７－ＩＲＢＬ 累進帯長１４ｍｍ 「W74M-IRBL」） ※最適加工はメガネットPro玉型で最適を指定してください。
※メニモエスペランス１７４、メニモメリウス１７４：見本染色はお受けできません。 ※ミラーコートは表面はミラー水ヤケ防止付きで裏面はSPL仕様となり、

　　スマートISシリーズとD.L.C.カラーには付けられません。販売価格はENAと同額です。
　　

●HEVカット　外面累進＋内面非球面 ●中近レンズ ●近々レンズ

※メニモクインセ１７４、メニモクインセＳＲ１７４：見本染色はお受けできません。 ※最適加工はメガネットPro玉型で最適を指定してください。
最適加工最適加工 最適加工 最適加工

更に進化、キズと汚れに強い超々撥水性コート

紫外線をレンズ正面９９％裏面反射９５％
カット

キズと汚れに強い新撥水コート

米国FDA規格クリアーのプライマーコート付

日常生活における有害な紫外線を殆どカット

静電気防止機能付き

被写界深度延長レンズ

スレンダー加工 スレンダー加工 スレンダー加工追加仕様
加算料金

スレンダー加工 スレンダー加工 スレンダー加工 スレンダー加工
最適加工 最適加工 最適加工

ﾘﾌﾊﾞｯｸUVｺｰﾄ

エセンシアコート

ロータスコート

IRブルーカットコート

　　熱・キズ・汚れに強い

　　各コート

アメイジングコート

原産国 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本
染色 無色 カラー 無色 カラー 無色 カラー 無色 カラー 無色 カラー 無色 カラー 無色 カラー

略号
Q74M／QS74M Q67M／QS67M Q60M／QS60M F67LM／F67MM F60LM／F60MM F67SM F60SM

AMC／BLC／CLM／HGC／IRBL／LTC／RUV／ENA AMC／BLC／CLM／HGC／IRBL／LTC／RUV／ENA AMC／BLC／CLM／HGC／IRBL／LTC／RUV／ENA AMC／BLC／CLM／HGC／IRBL／LTC／RUV／ENA AMC／BLC／CLM／HGC／IRBL／LTC／RUV／ENA AMC／BLC／CLM／HGC／IRBL／LTC／RUV／ENA AMC／BLC／CLM／HGC／IRBL／LTC／RUV／ENA

メニモルーミン１６０Ｓ
累進帯14／10㎜ 累進帯14／10㎜ 累進帯14／10㎜

屈折率 （ne：1.74） （ne：1.67） （ne：1.60 ） （ne：1.67 ） （ne：1.60 ） （ne：1.67 ） （ne：1.60 ）

名称
メニモクインセ１７４

メニモクインセＳＲ１７４
メニモクインセ１６７

メニモクインセＳＲ１６７
メニモクインセ１６０

メニモクインセＳＲ１６０ メニモルーミン１６７Ｌ
メニモルーミン１６７Ｍ

メニモルーミン１６０Ｌ
メニモルーミン１６０Ｍ

メニモルーミン１６７Ｓ

最適加工 最適加工最適加工
スレンダー加工

最適加工
スレンダー加工 スレンダー加工
最適加工 最適加工

エセンシアコート

スレンダー加工追加仕様
加算料金

スレンダー加工 スレンダー加工

ﾘﾌﾊﾞｯｸUVｺｰﾄ

ロータスコート

　　各コート

IRブルーカットコート

　　熱・キズ・汚れに強い

アメイジングコート

熱・キズ・汚れに強い各コート、ブルーライトカット
クリアマルチ、ヒートガードコート

近赤外線を約40％低減し、青色光と紫外線も
カットするコート

原産国 日本 日本 日本 日本 日本 日本
染色 無色 カラー 無色 カラー 無色 カラー 無色 カラー 無色 カラー

（ne：1.67 ） （ne：1.60 ） （ne：1.74 ） （ne：1.67 ） （ne：1.60 ）

無色 カラー

略号
W4〇M／WM4〇M W7○M／WM7〇M W0○M／WM0〇M M74〇M M67○M M60○M

AMC／BLC／CLM／HGC／IRBL／LTC／RUV／ENA AMC／BLC／CLM／HGC／IRBL／LTC／RUV／ENA AMC／BLC／CLM／HGC／IRBL／LTC／RUV／ENA AMC／BLC／CLM／HGC／IRBL／LTC／RUV／ENA AMC／BLC／CLM／HGC／IRBL／LTC／RUV／ENA AMC／BLC／CLM／HGC／IRBL／LTC／RUV／ENA

両面設計累進レンズ

ワンステップメンテナンスの曇りにくい防曇コート

メニモ多焦点レンズ　当店価格表
　　年　月現在

貴店名スペース １枚単価：円　税別価格

〔アイコンマーク機能説明〕

名称

メニモ
エスペランス１７４
ｴｽﾍﾟﾗﾝｽ174ﾜｲﾄﾞ

メニモ
エスペランス１６７
ｴｽﾍﾟﾗﾝｽ167ﾜｲﾄﾞ

メニモ
エスペランス１６０
ｴｽﾍﾟﾗﾝｽ160ﾜｲﾄﾞ

メニモメリウス１７４ メニモメリウス１６７ メニモメリウス１６０ ＨＥＶ、ＵＶ-Ａ、ＵＶ-Ｂから目と肌を守ることが大切

累進帯 累進帯10／12／14／18／20㎜ 累進帯10／12／14／18／20㎜ 累進帯10／12／14／18／20㎜ 累進帯10／12／14㎜ 累進帯10／12／14㎜ 累進帯10／12／14㎜

屈折率 （ne：1.74 ）



●両面非球面レンズ

薄さ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 薄さ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ 薄さ ☆ ☆ ☆ ☆ 薄さ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 薄さ ☆ ☆ ☆ ☆
軽さ ☆ ☆ ☆ ☆ 軽さ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 軽さ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 軽さ ☆ ☆ ☆ ☆ 軽さ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

※アンテリオール１７４ＦＺ、アンテリオール１７４ＧＺ、アンテリオール１７４ＡＳは見本染色はお受けできません。 ※ミラーコート：表面ミラー水ヤケ防止付き＋裏面SPL仕様となり、D.L.C.カラーに付けられません。
　　販売価格はエセンシアコートと同額で、対応商品についてはレンズガイドをご参照願います。

●非球面レンズ ●球面レンズ

薄さ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ 薄さ ☆ ☆ ☆ ☆ 薄さ ☆ ☆ ☆ ★ 薄さ ☆ ☆ ☆
軽さ ☆ ☆ ☆ ☆ 軽さ ☆ ☆ ☆ ☆ 軽さ ☆ ☆ ☆ ☆ 軽さ ☆ ☆ ☆ ★

※スノービュー：アボナール１６０ＦＺ、アボナール１６０ＡＳ、アボナール１６０のみ対応で、販売価格はエセンシアコートカラーと同じ金額になります。 ※最適加工はメガネットPro玉型で最適を指定してください。

特注指定料金

日本

アンテリオール１７４ＧＺ

略号

屈折率

IRブルーカットコート

カラー無色

ATR-GZ

原産国

AMC／BLC／CLM／HGC／IRBL／LTC／RUV／ENA

屈折率

アボナール１６０ＦＺ

（ne：1.6０　両面非球面フィールド）

レシエンテ１６７ＦＺ

（ne：1.67　両面非球面フィールド）

無色無色

原産国

（ne：1.67　非球面）

無色 カラー
日本

カラー

　　各コート

IRブルーカットコート

染色 カラー

追加仕様
加算料金

リフバックＵＶコート

ウラメンマルチ

エセンシアコート

アメイジングコート

推奨評価

最適加工

AMC／BLC／CLM／HGC／IRBL／LTC／RUV／ENA／UMC

REC-AS

　　熱・キズ・汚れに強い

　　各コート

エセンシアコート

推奨評価

ロータスコート

日本日本

アボナール１６０アボナール１６０ＡＳ

最適加工
スレンダー加工

　　熱・キズ・汚れに強い

アメイジングコート

（ne：1.60　球面）（ne：1.74　非球面）

アンテリオール１７４ＡＳ

日本

名称

追加仕様
加算料金

名称

略号
ABO-FZ

日本

無色染色 カラーカラー

AMC／BLC／CLM／HGC／IRBL／LTC／RUV／ENA

ロータスコート

AMC／BLC／CLM／HGC／IRBL／LTC／RUV／ENA

日本

リフバックＵＶコート

ATR-FZ

アボナール１６０ＧＺ

プリズム
・
偏心
・
外径
・
肉厚
・

Ｃ2.25以上
・

Ｓ10.00以上

カラー
日本

スレンダー加工

アンテリオール１７４ＦＺ

（ne：1.７４　両面非球面フィールド） （ne：1.74　両面非球面）

静電気防止機能付き

光学性能と薄さを両立した両面非球面
フィールド設計

快適な視界が得られる両面非球面設計

〔アイコンマーク機能説明〕

REC-FZ
AMC／BLC／CLM／HGC／IRBL／LTC／RUV／ENA

日本

無色 カラー

AMC／BLC／CLM／HGC／IRBL／LTC／RUV／ENA

（ne：1.60　両面非球面）

無色

ABO-GZ

ABO-AS

レシエンテ１６７ＡＳ

カラー

ワンステップメンテナンスの曇りにくい防曇コート

熱・キズ・汚れに強い各コート、ブルーライトカット
クリアマルチ、ヒートガードコート

近赤外線を約40％低減し、青色光と紫外線も
カットするコート

最適加工
スレンダー加工
最適加工

スタンダードな球面設計

日常生活における有害な紫外線を殆どカット

自然な視界が得られる非球面設計

紫外線をレンズ正面９９％裏面反射９５％カット

キズと汚れに強い新撥水コート

米国FDA規格クリアーのプライマーコート付

　　年　月現在

１枚単価：円　税別価格

更に進化、キズと汚れに強い超々撥水性コート

スレンダー加工

スレンダー加工
最適加工

無色

（ne：1.60　非球面）

AMC／BLC／CLM／HGC／IRBL／LTC／RUV／ENA／UMC

ABO
AMC／BLC／CLM／HGC／IRBL／LTC／RUV／ENA／UMC

最適加工
スレンダー加工

無色

ATR-AS
AMC／BLC／CLM／HGC／IRBL／LTC／RUV／ENA

貴店名スペース プラスチック単焦点レンズ　当店価格表

スレンダー加工
最適加工

スレンダー加工
最適加工



●両面設計累進レンズ ●内面累進レンズ ●外面累進＋内面非球面

※略号○部分には、累進帯長一の位の数字を入れてください。（例：エスペランス１６７－ＩＲＢＬ 累進帯長１４ｍｍ 「W74-IRBL」） ※スノービュー：メリウス１６０、メリウス１６０スポーツ４、メリウス１６０スポーツ６のみ対応で、 ※クインセ１７４、クインセＳＲ１７４：見本染色はお受けできません。
※エスペランス１７４、メリウス１７４：見本染色はお受けできません。 　　販売価格はエセンシアコートカラーと同じ金額になります。 ※最適加工はメガネットPro玉型で最適を指定してください。

●内面累進設計 ●中近レンズ ●近々レンズ ●次世代二重焦点レンズ

※スノービュー：クインセ１６０、クインセＳＲ１６０のみ対応で、販売価格はエセンシアコートカラーと同じ金額になります。 ※最適加工はメガネットPro玉型で最適を指定してください。 ※ミラーコートは表面はミラー水ヤケ防止付きで裏面はSPL仕様となり、
※スマートISシリーズ略号○部分には、累進帯長一の位の数字を入れてください。（例：スマートＩＳ １６７ＥＮＡ 累進帯長１４ｍｍ 「IS74-ENA」） 　　スマートISシリーズとD.L.C.カラーには付けられません。 　　

　　販売価格はENAと同額で対応商品はレンズガイドを参照願います。 　　

静電気防止機能付き

AMC／BLC／CLM／HGC／IRBL／LTC／RUV／ENA

インフォーク１６０

（ne：1.60 ）
IFK

日本

無色 カラー

最適加工

紫外線をレンズ正面９９％裏面反射９５％カット

　　年　月現在

貴店名スペース １枚単価：円　税別価格

名称
エスペランス１７４
ｴｽﾍﾟﾗﾝｽ174ﾜｲﾄﾞ

エスペランス１６７
ｴｽﾍﾟﾗﾝｽ167ﾜｲﾄﾞ

エスペランス１６０
ｴｽﾍﾟﾗﾝｽ160ﾜｲﾄﾞ

メリウス１７４ メリウス１６７ メリウス１６０
メリウス１６０

スポーツ４／スポーツ６
クインセ１７４

クインセＳＲ１７４
クインセ１６７

クインセＳＲ１６７
クインセ１６０

クインセＳＲ１６０

プラスチック多焦点レンズ　当店価格表

累進帯14／10㎜ 累進帯14／10㎜

屈折率 （ne：1.74 ） （ne：1.67 ） （ne：1.60 ） （ne：1.74 ） （ne：1.67 ） （ne：1.60 ） （ne：1.60 ） （ne：1.74） （ne：1.67） （ne：1.60 ）

累進帯 累進帯10／12／14／18／20㎜ 累進帯10／12／14／18／20㎜ 累進帯10／12／14／18／20㎜ 累進帯10／12／14㎜ 累進帯10／12／14㎜ 累進帯10／12／14㎜ 累進帯10／12／14㎜ 累進帯14／10㎜

略号
W4〇／WM4〇 W7○／WM7〇 W0○／WM0〇 M74〇 M67○ M60○ M60S4○／M60S6〇 Q74／QS74 Q60／QS60

AMC／BLC／CLM／HGC／IRBL／LTC／RUV／ENA AMC／BLC／CLM／HGC／IRBL／LTC／RUV／ENA AMC／BLC／CLM／HGC／IRBL／LTC／RUV／ENA AMC／BLC／CLM／HGC／IRBL／LTC／RUV／ENA AMC／BLC／CLM／HGC／IRBL／LTC／RUV／ENA AMC／BLC／CLM／HGC／IRBL／LTC／RUV／ENA AMC／BLC／CLM／HGC／IRBL／LTC／RUV／ENA AMC／BLC／CLM／HGC／IRBL／LTC／RUV／ENA AMC／BLC／CLM／HGC／IRBL／LTC／RUV／ENA AMC／BLC／CLM／HGC／IRBL／LTC／RUV／ENA

日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本

Q67／QS67

日本 日本
染色 無色 カラー 無色 カラー 無色 カラー 無色 カラー 無色 カラー 無色 カラー 無色 カラー 無色 カラー 無色 カラー 無色 カラー

原産国 日本

アメイジングコート

　　熱・キズ・汚れに強い

　　各コート

IRブルーカットコート

ロータスコート

ﾘﾌﾊﾞｯｸUVｺｰﾄ

エセンシアコート

追加仕様
加算料金

スレンダー加工 スレンダー加工 スレンダー加工 スレンダー加工 スレンダー加工 スレンダー加工 スレンダー加工 スレンダー加工 スレンダー加工 スレンダー加工

最適加工 最適加工 最適加工 最適加工 最適加工 最適加工

〔アイコンマーク機能説明〕

名称 スマートIS １６７ スマートIS １６０
ＨＥＶ、ＵＶ-Ａ、ＵＶ-Ｂから目と肌を守ることが大切

ルーミン１６７Ｌ
ルーミン１６７Ｍ

ルーミン１６０Ｌ
ルーミン１６０Ｍ

ルーミン１６７Ｓ ルーミン１６０Ｓ ラクスパー１６０
ワンステップメンテナンスの曇りにくい防曇コート

累進帯10／12／14㎜ 累進帯10／12／14㎜

最適加工 最適加工 最適加工 最適加工

屈折率 （ne：1.67） （ne：1.60 ） （ne：1.67 ） （ne：1.60 ） （ne：1.67 ） （ne：1.60 ） （ne：1.60 ）

略号
IS7〇 IS0〇 F67L／F67M F60L／F60M F67S F60S ICF

AMC／BLC／CLM／HGC／IRBL／LTC／RUV／ENA AMC／BLC／CLM／HGC／IRBL／LTC／RUV／ENA AMC／BLC／CLM／HGC／IRBL／LTC／RUV／ENA AMC／BLC／CLM／HGC／IRBL／LTC／RUV／ENA AMC／BLC／CLM／HGC／IRBL／LTC／RUV／ENA AMC／BLC／CLM／HGC／IRBL／LTC／RUV／ENA AMC／BLC／CLM／HGC／IRBL／LTC／RUV／ENA

原産国 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 熱・キズ・汚れに強い各コート、ブルーライトカット
クリアマルチ、ヒートガードコート染色 無色 カラー 無色 カラー 無色 カラー 無色 カラー 無色 カラー 無色 カラー 無色 カラー

アメイジングコート
近赤外線を約40％低減し、青色光と紫外線も
カットするコート

　　熱・キズ・汚れに強い 更に進化、キズと汚れに強い超々撥水性コート

　　各コート

IRブルーカットコート

キズと汚れに強い新撥水コート

ロータスコート
米国FDA規格クリアーのプライマーコート付

ﾘﾌﾊﾞｯｸUVｺｰﾄ 日常生活における有害な紫外線を殆どカット

被写界深度延長レンズ

両面設計累進レンズ

エセンシアコート

追加仕様
加算料金

スレンダー加工 スレンダー加工 スレンダー加工 スレンダー加工 スレンダー加工 スレンダー加工 スレンダー加工

最適加工 最適加工 最適加工 最適加工 最適加工 最適加工 最適加工



●被写界深度延長設計レンズ

薄さ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ 薄さ ☆ ☆ ☆ ☆ 薄さ ☆ ☆ ☆ ★ 薄さ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ 薄さ ☆ ☆ ☆ ☆ 薄さ ☆ ☆ ☆ ★
軽さ ☆ ☆ ☆ ☆ 軽さ ☆ ☆ ☆ ☆ 軽さ ☆ ☆ ☆ ☆ 軽さ ☆ ☆ ☆ ☆ 軽さ ☆ ☆ ☆ ☆ 軽さ ☆ ☆ ☆ ☆

※アンテリオール１７４ＥＳは見本染色はお受けできません。 ※ミラーコート：表面ミラー水ヤケ防止付き＋裏面SPL仕様となり、D.L.C.カラーに付けられません。
※最適加工はメガネットPro玉型で最適を指定してください。 　　販売価格はエセンシアコートと同額で、対応商品についてはレンズガイドをご参照願います。

●内面累進“Ｋ－１１設計／ＵＮＩＦＩデザイン”採用

※メニモメリウスＥＳ、メリウスＥＳシリーズ略号○部分には、累進帯長一の位の数字を入れてください。（例：メリウス１６７ＥＳ－AMC 累進帯長１４ｍｍ 「M674ES-AMC」）
※メニモメリウス１７４ＥＳ、メリウス１７４ＥＳ：見本染色はお受けできません。

ワンステップメンテナンスの曇りにくい
防曇コート

被写界深度延長レンズ

近赤外線を約40％低減し、青色光と紫外
線もカットするコート

更に進化、キズと汚れに強い超々撥水性
コート

紫外線をレンズ正面９９％裏面反射９５％
カット

キズと汚れに強い新撥水コート

米国FDA規格クリアーのプライマーコート
付

日常生活における有害な紫外線を
殆どカット

静電気防止機能付き

熱・キズ・汚れに強い各コート、ブルーライトカット
クリアマルチ、ヒートガードコート

ＨＥＶ、ＵＶ-Ａ、ＵＶ-Ｂから目と肌を守る
ことが大切

スレンダー加工 スレンダー加工 スレンダー加工
最適加工 最適加工 最適加工

日本 日本 日本

無色 カラー 無色 カラー 無色 カラー

被写界深度延長 ＥＳシリーズ 当店価格表
　　年　月現在

貴店名スペース １枚単価：円　税別価格

〔アイコンマーク機能説明〕

名称 アンテリオール１７４ＥＳ レシエンテ１６７ＥＳ アボナール１６０ＥＳメニモ１７４ＥＳ メニモ１６７ＥＳ メニモ１６０ＥＳ

（ne：1.７４　内面非球面EDF） （ne：1.67　内面非球面EDF） （ne：1.6０　内面非球面EDF）
MM74-ES MM67-ES MM60-ES

日本 日本 日本
無色 カラー 無色

AMC／BLC／CLM／HGC／IRBL／LTC／RUV／ENA

染色

特注指定料金

屈折率 （ne：1.７４　内面非球面EDF） （ne：1.67　内面非球面EDF） （ne：1.6０　内面非球面EDF）

プリズム
・

外径
・

肉厚
・

Ｃ2.25以上
・

Ｓ10.00以上

略号
ATR-ES REC-ES

カラー 無色 カラー

ABO-ES
AMC／BLC／CLM／HGC／IRBL／LTC／RUV／ENA

無色 カラー 無色 カラー 無色

AMC／BLC／CLM／HGC／IRBL／LTC／RUV／ENA AMC／BLC／CLM／HGC／IRBL／LTC／RUV／ENA AMC／BLC／CLM／HGC／IRBL／LTC／RUV／ENA AMC／BLC／CLM／HGC／IRBL／LTC／RUV／ENA

カラー

IRブルーカットコート

原産国 日本 日本 日本

　　熱・キズ・汚れに強い

　　各コート

アメイジングコート

ロータスコート

リフバックＵＶコート

エセンシアコート

最適加工
スレンダー加工 スレンダー加工 スレンダー加工
最適加工 最適加工 最適加工

スレンダー加工

推奨評価

追加仕様
加算料金

スレンダー加工 スレンダー加工

累進帯10㎜／12㎜／14㎜ 累進帯10㎜／12㎜／14㎜ 累進帯10㎜／12㎜／14㎜

名称 メニモメリウス１７４ＥＳ メニモメリウス１６７ＥＳ メニモメリウス１６０ＥＳ

最適加工

（ne：1.74 ） （ne：1.67 ） （ne：1.60 ）
M74〇ES M67○ES M60○ES

AMC／BLC／CLM／HGC／IRBL／LTC／RUV／ENA AMC／BLC／CLM／HGC／IRBL／LTC／RUV／ENA

最適加工

メリウス１７４ＥＳ メリウス１６７ＥＳ メリウス１６０ＥＳ

AMC／BLC／CLM／HGC／IRBL／LTC／RUV／ENA
略号

E74〇M E67○M E60○M
AMC／BLC／CLM／HGC／IRBL／LTC／RUV／ENA AMC／BLC／CLM／HGC／IRBL／LTC／RUV／ENA AMC／BLC／CLM／HGC／IRBL／LTC／RUV／ENA

累進帯 累進帯10㎜／12㎜／14㎜ 累進帯10㎜／12㎜／14㎜ 累進帯10㎜／12㎜／14㎜
屈折率 （ne：1.74 ） （ne：1.67 ） （ne：1.60 ）

カラー

アメイジングコート

原産国 日本 日本 日本
染色 無色 カラー 無色 カラー 無色

　　各コート

IRブルーカットコート

　　熱・キズ・汚れに強い

リフバックＵＶコート

ロータスコート

最適加工 最適加工
追加仕様
加算料金

スレンダー加工 スレンダー加工 スレンダー加工
最適加工

エセンシアコート

1.60 従来コーティング1.60 従来コーティング1.60 従来コーティング



●被写界深度延長設計調節力サポートレンズ ●調節力サポートレンズ

薄さ ☆ ☆ ☆ ☆ 薄さ ☆ ☆ ☆ ★ 薄さ ☆ ☆ ☆ ☆ 薄さ ☆ ☆ ☆ ★ 薄さ ☆ ☆ ☆ ★ 薄さ ☆ ☆ ☆ ★
軽さ ☆ ☆ ☆ ☆ 軽さ ☆ ☆ ☆ ☆ 軽さ ☆ ☆ ☆ ☆ 軽さ ☆ ☆ ☆ ☆ 軽さ ☆ ☆ ☆ ☆ 軽さ ☆ ☆ ☆ ☆

※最適加工はメガネットPro玉型で最適を指定してください。

屈折率 （ne：1.67） （ne：1.60） （ne：1.67） （ne：1.60） （ne：1.60）

　　年　月現在

貴店名スペース １枚単価：円　税別価格

名称 メニモサポート１６７ＥＳ メニモサポート１６０ＥＳ サポート１６７ＥＳ サポート１６０ＥＳ
メニモサポート１６０
２０／３０／４０

サポート１６０
２０／３０／４０

サポート単焦点レンズ　当店価格表

（ne：1.60）

略号
ESS67M ESS60M ESS67 ESS60 ISS2M／ISS3M／ISS4M

AMC／BLC／CLM／HGC／IRBL／LTC／RUV／ENA

日本

AMC／BLC／CLM／HGC／IRBL／LTC／RUV／ENA

無色 カラー
日本

AMC／BLC／CLM／HGC／IRBL／LTC／RUV／ENA

染色 無色 カラー 無色 カラー 無色 カラー
原産国

アメイジングコート

無色
日本 日本

AMC／BLC／CLM／HGC／IRBL／LTC／RUV／ENA AMC／BLC／CLM／HGC／IRBL／LTC／RUV／ENA

カラー
日本

　　各コート

IRブルーカットコート

　　熱・キズ・汚れに強い

追加仕様
加算料金

スレンダー加工 スレンダー加工 スレンダー加工

推奨評価

リフバックＵＶコート

ロータスコート

エセンシアコート

最適加工
スレンダー加工

最適加工 最適加工 最適加工 最適加工
スレンダー加工

最適加工

〔アイコンマーク機能説明〕

スレンダー加工

被写界深度延長レンズ

ＨＥＶ、ＵＶ-Ａ、ＵＶ-Ｂから目と肌を守ることが大切

ワンステップメンテナンスの曇りにくい防曇コート

熱・キズ・汚れに強い各コート、ブルーライトカット
クリアマルチ、ヒートガードコート

近赤外線を約40％低減し、青色光と紫外線もカットす
るコート

更に進化、キズと汚れに強い超々撥水性コート

紫外線をレンズ正面９９％裏面反射９５％カット

キズと汚れに強い新撥水コート

米国FDA規格クリアーのプライマーコート付

静電気防止機能付き

自然な視界が得られる非球面設計

ISS2／ISS3／ISS4
AMC／BLC／CLM／HGC／IRBL／LTC／RUV／ENA

日本

無色 カラー

次世代型
青色光カットレンズ

Next-generation eye-care lens

青色光対策
ＵＶ対策

透明度が高い
キズに強い

ほこりが付きにくい

国内で作られたレンズだから安心。

～青色光をカットして、
まぶしさ軽減クリアな視界～

コーティングの色はそのままに効果的な青色光カットレンズ。

従来の青色光カットレンズはコーティングで青色光を反射。
メニモは独自の技術を駆使した生地吸収タイプです。

愛知県の国内工場Ｉ(ＳＯ ９００１、１４００１認証)で作られているから
安心です。

瞳に優しい５大要素

傷に強い：超硬質コーティング標準装備(キズが付きにくい)

透明度が高い：無色に近い生地色

ＵＶ対策：４００nmを９９.89％以上カット
青色光カット：目に有害な青色光を３５％カット
静電気防止：ほこりが付きにくい

紫外線は夏だけだと思っていませんか？曇りの日は少ないと思っ

ていませんか？

目は、常に外部にさらされているため、直接的なダメージを受けやすい部分です。

しかも、紫外線は、角膜を通過し、水晶体へ到達します。

強い紫外線を受けたり、長年に渡り紫外線を受け続けた目は、さまざまな症状を

引き起こすと言われております。常日頃の対策が大切です。

朝8:00の時点ですでに、正午の約65%の紫外線量に達しています。

特に、地表に届く紫外線のうち、約95%を占めるUVAは、日の出から
日の入りまで降り注ぎ、窓ガラスも通り抜けるため室内や車内にも届きます。

紫外線は、夏だけじゃない！

メニモ必要な紫外線対策。

紫外線は朝だって早起き。

目にも本気のケア！



●球面スポーツカーブレンズ ●内面非球面スポーツカーブレンズ ●自動補正スポーツカーブレンズ ●ゴルフ用レンズ ●調光レンズ ●調光累進 ●ゴルフ用累進 ●ミドル・シニア向け
An

※各カーブレンズ略号〇部分には、カーブの数字を入れてください。（例：アボナール160スポーツ６RS ＨＧＣ 「ABO6-RS HGC」） ※最適加工はメガネットPro玉型で最適を指定してください。 ※メリウスシリーズ略号○部分には、累進帯長一の位の数字を入れてください。（例：メリウス１６０偏光ＨＧＣ 累進帯長１４ｍｍ 「M604H-HGC」）
※ウラメンマルチ：表面ハード水ヤケ防止付き＋裏面SPL仕様となります。 ※ミラーコート：表面ミラー水ヤケ防止付き＋裏面SPL仕様となります。D.L.C.カラーに付けられません。 ※スノービュー：アボナール１６０スポーツシリーズのみ対応で、販売価格はエセンシアコートカラーと同じ金額になります。

※イーグルビューシリーズのはブルーライトカットコートはお付けできません。 ※ＨＢ調光はスプラッシュコート、ミラーコートのみの対応となります。

〔アイコンマーク機能説明〕

両面設計累進両面非球面単焦点

AMC／CLM／HGC／IRBL／LTC／RUV／ENA
日本

累進帯10/12/14㎜

（ne：1.60 ） （ne：1.60 ）
ANZ W0〇A

（ne：1.60 ）

イーグルビュー１６０

（ne：1.60球面） （ne：1.60球面）
EGV EGV○

　　年　月現在

貴店名スペース １枚単価：円　税別価格

名称

アボナール１６０
スポーツ

アボナール１６０
スポーツＩＳ

４／６カーブ

１６０ＨＢ調光

４／６／８カーブ
イーグルビュー１６０Ａ

Ｓ

アボナール１６０
スポーツＲＳ

４／５／６／８カーブ
イーグルビュー１６７ＨＢ イーグルビュー１６０ＳＰＲＳ

４／６／８カーブ ４／６／８カーブ

　
クインセ１６０

イーグルビュー

累進帯10/12/14㎜ 累進帯14㎜

プラスチック機能レンズ　当店価格表

Anzu160 Anzu160 遠近
イーグルビューシリーズ

イーグルビュー１６０

（ne：1.67球面） （ne：1.67球面） （ne：1.60非球面）屈折率

ワンステップメンテナンスの曇りにくい防曇コート

４／５／６／７／８カーブ ４／６／８カーブ イーグルビュー１６７ＨＢ

無色

EGV-AS
（ne：1.60内面非球面）

ABO○-RS
略号

ABO○ ABO○-IS E67H E67H〇

無色 カラー カーキ

EGV○-RS
AMC／BLC／CLM／HGC／IRBL/LTC／RUV／ENA／SPL／UMC

（ne：1.60内面非球面）

AMC／BLC／CLM／HGC／IRBL／LTC／RUV／ENA／UMC

原産国 日本
染色 無色 カラー

アメイジングコート

（ne：1.60球面） （ne：1.60内面非球面）

AMC／BLC／CLM／HGC／IRBL／LTC／RUV／ENA／UMC AMC／CLM／HGC／IRBL／LTC／RUV／ENA／SPL　※対応商品確認してください！
日本 日本日本

カラー

リフバックＵＶコート

エセンシアコート

スプラッシュコート

ロータスコート

ウラメンマルチ

キズと汚れに強い新撥水コート

日常生活における有害な紫外線を殆どカット

５色から選べるミラーコート

米国FDA規格クリアーのプライマーコート付更に進化、キズと汚れに強い超々撥水性コート

紫外線をレンズ正面９９％裏面反射９５％カット

近赤外線を約40％低減し、青色光と紫外線もカットするコート

ミラーコート

追加仕様
加算料金

最適加工 最適加工

熱・キズ・汚れに強い各コート、ブルーライト
カット

SPL AMC／CLM／HGC／IRBL／LTC／RUV／ENA

（ne：1.60球面） （ne：1.60球面）
M67○E

　　　　　　　　　　　１
６０ＨＢ調光

メリウス

累進帯10/12/14㎜
（ne：1.60 ）
M60○P

SPL

　
メリウス１６７ＨＢ
イーグルビュー

球面

Q60E
SPL

60HBP 60HBP〇
（ne：1.67 ）

日本
ブラウン／グレー

静電気防止機能付き

自然な視界が得られる非球面設計

スタンダードな球面設計

ブラウン／グレー カーキ

　熱・キズ・汚れに強い

　各コート

IRブルーカットコート

最適加工

アウトドアスポーツをされる方へ

スポーツサングラスに違和感を感じた事がある方必見！！

アボナールスポーツ RS
独自設計により反り角による度数誤差、プリズム誤差の補正を行い、
お好みのフレームに合わせたスポーツサングラスレンズに仕上がりま
す。

★広い視野の確保

★日差しや紫外線などからの保護

★多種多様なスポーツに合わせた性能

スポーツレンズに求められること

・前傾姿勢での見え方

・動くボールに対する見え方

・足下の見え方

視線とレンズ光軸
のずれ

レンズと目の距離
の違い

Hi-Curve
補正すると…

反り角が

あると… 6カーブ S-4.00D 反り角15°

過矯正 不足

適
正

平均度数誤差

MAP

STEP:0.25D

★スポーツサングラスのフレーム反り角の影響
により度数誤差、プリズム誤差が発生します。

スポーツサングラスの違和感の原因

補正すると



●非球面レンズ ●球面レンズ

●球面レンズ ●調光レンズ ●白内障術後用レンズ

●二重焦点レンズ

※スライス加工はメガネットProレンズ分類でＢＦスライスを選択。その後の厚み指定項目で最適を選んでください。

中屈折

1.6FX

S10.25以上

（ne：1.60　球面）

ブラウン プリズム
・

偏心
・

外径
・

Ｃ2.25以上

自然な視界が得られる非球面設計

日本

S10.25以上

超高屈折

1.8FX

1.7FX／1.7FX-C

日本

（ne：1.52　球面）

日本

エキストラシリーズ

1.9FX／1.9FX-C

無色

1.8FX／1.8FX-C

日本日本

（ne：1.90　球面）

カラーカラー無色

グレー

S10.25以上

原産国 日本

S10.25以上

　　年　月現在

１枚単価：円　税別価格

SPL／HM

ウルトラ超高屈折

1.7AE1-SV

高屈折(アッベ52)

日本

スプラッシュコート

無色 カラー

S10.25以上

名称
NYシームレス

非球面
NYキャタラクト35

カラー

ハードマルチコート

（ne：1.70　球面）

無色 カラー

1.7AE1／1.7AE1-C

高屈折

1.7FX

貴店名スペース

スタンダードな球面設計

ＧＬ単焦点、ＰＬ白内障術後用、ＰＬ二重焦点レンズ　当店価格表

傷つきにくく汚れも拭き取りやすいコート 日常生活における有害な紫外線を殆どカット

1.9FX

屈折率 （ne：1.67） （ne：1.67）

略号
NY-X NY-CAT

SPL／HM

特注指定料金

（ne：1.80　球面）

プリズム

（ne：1.70　非球面）

染色 無色 カラー 無色

追加仕様
加算料金

1.8AE1-Hi-SUPER

略号
屈折率

名称

原産国
仕様

（ne：1.80　非球面）

ウルトラ超高屈折

日本

（ne：1.90　非球面）

マルチコート

無色 カラー

1.8AE1／1.8AE1-C

日本

超高屈折

1.9AE1／1.9AE1-C

1.9AE1-Hi-SUPER

S10.25以上

マルチコート

追加仕様
加算料金

EBR

仕様
原産国
略号 1.6FXM／1.6FXM-C／1.6FXAR

S6.25以上 S6.25以上

無色 調光
日本

名称

屈折率

調光

EGRY

カラー

〔アイコンマークで機能が分かります〕

カラー無色

名称 ＰＬ５Ｂ型４５シールド
ＰＬ５Ｂ型２５・２８

シールド
ＰＬ５ＴＯＰシームレス

シールド
ＰＬ３Ｂ型２５・２８

シールド

屈折率 （ne：1.67） （ne：1.67） （ne：1.67） （ne：1.60 ）

略号

特注指定料金

日本

PL5B45 PL5B25・28 PL5TOPX PL3B25・28
SPL／HDMC SPL／HDMC SPL／HDMC SPL／HDMC

（ne：1.52　球面）

染色 無色 カラー 無色 カラー 無色 カラー
原産国 日本 日本 日本

無色 カラー

スプラッシュコート

追加仕様
加算料金

ハードマルチコート

スライス加工 スライス加工 スライス加工 スライス加工

1.60 ヒートガードコート

1.60 従来コーティング1.60 従来コーティング
1.60 従来コーティング
1.60 従来コーティング1.60 従来コーティング
1.60 従来コーティング
1.60 従来コーティング1.60 従来コーティング
1.60 従来コーティング
1.60 従来コーティング1.60 従来コーティング
1.60 従来コーティング
1.60 従来コーティング1.60 従来コーティング1.60 従来コーティング1.60 従来コーティング1.60 従来コーティング1.60 従来コーティング1.60 従来コーティング1.60 従来コーティング

1.60 ヒートガードコート

1.60 従来コーティング
1.60 従来コーティング
1.60 従来コーティング1.60 従来コーティング
1.60 従来コーティング
1.60 従来コーティング1.60 従来コーティング
1.60 従来コーティング
1.60 従来コーティング1.60 従来コーティング


