来年のフェスで使える商品券プレゼント

福井県眼鏡協会

においては、公式WEBサ

拡大防止措置を講じ

ビジョナリーホールディングスが支援

ながら一 部の店 舗を

合併事業も共同運営

除いて店 舗 営 業を継

イトに受 賞 候 補となった

メガネスーパーを展開する㈱ビジョ

続している。今回エムスリーが実施す

1 3 作 品を公 開し、みなさ

ナリーホールディングス
（東京都中央

る医療機関向けのマスク無償配布施

んの選ぶ「読者大賞」
を設

区、星崎尚彦社長）は、新型コロナウイ

策に協賛することで、医療従事者への

けることにしたことを5月7

ルス感染症対策として、エムスリー㈱

直接的な支援活動も推し進め、今後も

日に発表。ぜひ、家でゆっ

（東京都港区、谷村格代表）が4月下

新型コロナウイルス感染拡大に対する

くりと作文を読んで、気に

旬から順次開始の国内医療機関向け

新たな予防策や支援策を随時検討し

入った作品に投票をと呼

マスク無償配布施策に協賛している。

実施していくとした。

びかけている。

医療現場では、
マスクをはじめとした

また同社は、日本の医師の9割にあ

協会（竹内良造会長）
は、新型

各賞は6月13日放送のFM福井の番

医療資材の不足が大きな課題となっ

たる28万人以上が登録する医療従事

コロナウイルス感染拡大防止

組「大人めがねスペシャル」
（ 11時〜

ている。エムスリーが実施した医師向

者専門サイト
「m3.com」を運営する

サンニシムラ

一般社団法人福井県眼鏡

宣 言 後も様々な感 染

「医療機関向けマスク無償配布」

「ありがとう作文」
オンライン投票受付中

アルコールハンドジェルを販売

（昭和25年2月28日第3種郵便物認可）

感染症対策に

フェス中止でも新たな企画で活動継続

第2407号

2020年（令和2年）5月15日

（3）

るあらゆるニーズに応える㈱サ
ンニシムラは、感染症対策の関
連 商 品として、水 が なくても
サッと使えるアルコールハンド
ジェル（30ml入）を1箱（20個
入り）、7 8 0 0円で販 売してい
る。5月2 0日頃の発 送 予 定と
なっているが、数に限りが有り
在庫がなくなり次第終了となる
ので、注文は予約をと呼びかけ
眼鏡工具・眼鏡関連
商品を製造・販売し、取
り扱い商 品 数 3 9 0 0 点

ている。
▽問合せ＝大阪本社：06-66218989。東京支店：03-3832-0051。

以上を誇り、眼鏡に関す

のため、6月13日・14日に開催

12時30分／エリア外の場合radiko

け自主調査（2020年3月）によると、過

エムスリーとの間に2019年12月に資

を予定していた
「めがねフェス

premiumで視聴可能）およびめがね

半数の医師が、医療用、非医療用を問

本業務提携契約を締結。2020年2月

2020」及び、12日のオープン

フェス公式WEBサイトで発表するとし

わずマスクが「既にない」
「 1‑2週間以

には最先端アイケアをはじめとした五

ファクトリーと前夜祭の中止を

ている。なお、過去の受賞作品も公式

内になくなる」
「 1ヵ月以内にほぼゼロ」 感領域での高付加価値サービスの提

決定したが、合わせて募集し

WEBサイトで公開中。

と回答し、全国の病院やクリニックから

供を行う㈱SENSEAID（東京都中央

㈱東京メガネ
（東京都世田谷区、白

再開については、当面の間、時短営業

一部店舗での営業を再開

む 」旨の 要 望 を

東京メガネ

受けたことを上
げている。

ていた、第3回「めがねよ、
あり

投票はwebサイト、twitter、Insta-

もマスク不足による医療現場の困窮と

区、星崎尚彦社長）を設立し、エムス

山聡一社長）
は、政府の緊急事態宣言

とする。
リヴィン田無店・盛岡カワトク

がとう作文」には、全国及び海

gramにて可能。投票方法はめがねフェ

その支援要請に関する多くの声がエム

リーが有する医療関係者、広範なネッ

での外出自粛要請を受け、5月6日まで

店・高知大丸店以外は当面完全予約

外からの応募が365通にも及

ス公式WEBサイト（https://megane

スリーに寄せられている。

トワーク並びに各種サービスと実店舗

臨時休業としていた一部店舗につき、 制とし、来 店 希 望には事 前の予 約を

んだ。

fes.com/）
で確認を。投票参加者の中

ビジョナリーホールディングスは、い

で提供している各種サービスとの連携

営業を再開させていくと発表した。

から抽選で10名に来年のめがねフェ

かなる場合でも生活必需品であるメガ

等、ユニークなビジネスモデルの構築

今回の営業再開に踏み切った理由
として、各自治体から
「眼鏡・補聴器・コ

業員の感染予防及び感染拡大予防策

ンタクトレンズ販売店は社会生活を維

の実施として、
マスク・フェイスシールド

持するうえで必要な施設（生活必需物

着用、正しい手洗い・うがい・消毒の実

資販売施設）
である」
という判断が出て

施、密閉、密集、密接を避ける対応、出

いることと、臨時休業期間中、多くの顧

勤 前 の 検 温と毎 日の 健 康 観 察 、

客より
「眼鏡・補聴器・コンタクトレンズ

37.5℃以上の発熱がある場合は、出

販売サービスの早期の営業再開を望

勤を控えるよう指示している。

こんな時だからこそと、
「あり
がとう」に溢れた作文を多くの人に読

スで使える商品券3000円をプレゼン

ネ・コンタクトレンズ・補聴器を提供す

を目指した合弁事業を共同運営して

んでもらいたいとの思いから、本年度

トする。締め切りは5月31日。

るという社会的使命のもと、緊急事態

いる。

作 製 。顔を包み込む

1 9 3 7 年に創 業した

ようなゴーグル 型 の

青 山 眼 鏡 ㈱ が 、

形状により、通常のメ

2 0 0 0 年に立ち上げ

ガネよりも飛沫による

たアイウェアブランド

ウイルス感 染の予 防

FACTORY900から

が期 待できる。また、

新 型コロナウイルス

医療の現場でも着用

感染症対策として、
目

しやすいように、優し

からの飛沫感染予防

く透明感のあるカラー

のためのゴーグル型

リングを採用。鼻パッ

メガネを5月15日より販売開始した。
開発経緯としては、最前線で闘う医
療従事者のために“我々にできること
は 何 か ” を日々模 索 する中 で、

ド付きで、
ヒンジにはバネ性があり長時
間の着用にも配慮したモデルとなって
いる。
さらに、メガネを通して社会貢献が

FACTORY900独自の三次元立体造

出来ればとの思いで、通常販売価格4

形技術を用いた立体的な形状と、
ファ

万2000円のところを、少しでも多くの

クトリーブランドという強みを活かし、 医療従事者の手に届くよう、通常の製
2018年に発売されたモデルのカラー

品より価格を抑え2万5000円（税込）

リングを変え
『FA-361A』
として新たに

で販売している。

サービスを提供した。

㈱ ビ ジョナリ ー

今回通常3000円程度発生する出

ホールディングスは、
新型コロナウィルスに

張費用を該当エリアでは当日無料とす

よる緊急事態宣言に

ることで、外出困難な中でメガネや補

て外出が困難な人を

聴器に困る人に少しでも役に立てれば

対 象に、店 舗と同 様

と考えての提案。
また、利用者にとって

のサービスが提供で

この機会がより利便性の高いものとな

きる移 動 式 店 舗で5

るよう、特別にパソコンや家電製品に

月12日に神奈川県、5

精通した技術スタッフが同行し、希望

月13日に東京都、5月

に応じ自宅の電子機器類の設定や調

15日に千葉県の各エ

整サポートも無料にて提供。なお訪問

リアを巡回し、出張費

に際してはマスク着用、スタッフ・機材

無料でメガネや補聴

の消毒を徹底し、顧客・スタッフの安全

器 に 関 す る 商 品・

を配慮した上でサービスを提供した。

在宅ワークの増加により
ブルーライトカット
過去最高の受注

ブルーライトカットレン
ズのオプション選択率は
昨年が約10％だったのに
対し、今年は約72％とな

Zoﬀ

り、オンラインストアでの

購入者の約7割がブルーライトカットレ

メガネブランド
「Zoﬀ」
を運営する㈱

インターメスティックは、4月29日より、 ンズを選んでいることになる。
同社は、在宅ワークの増加により、
コ

㈱ ニコン・エシロール

たブルーライトカットレンズに関するア

0円にするサービスを開始。
そのサービ

ンタクトレンズユーザーがメガネをか

は、紫外線やブルーライト

ンケートでは、黄ばみのあるレンズを装

ス開始により、Zoﬀオンラインストアで

けるようになったり、
テレワークや休校

の中でも特に有害とされる

用していると
「 疲れている感じに見え

はブルーライトカットレンズの受注件

によるリモート授業によりPCの使用時

ナチュラルブルーライト
（太

る」、
「 老けて見える」などの理由から、

数が過去最高を記録したと、5月13日

陽光）
をカットし、黄ばみな

約70%のシニアの人が「無色のクリア

付で発表した。

く限りなく透明に近いレン

レンズを使いたい」
という意向があるこ

ズ「ピュアブルー UV」を4

とが明らかとなっている。

月20日より店頭発売開始

「ピュアブルー UV」
は、
レンズの色味

世界初の3Dプリンタアイガードを
デンソー鍋谷選手と開発

よって、
トップアス
リートのさまざま
な要 望を満 たす

km

ためにはより進化
した製 品 が 必 要
なことが判明。そ
こで、鍋谷選手の
アドバイスを参考
に、山 本 光 学は「 視 界の広
さ」
「 通気性に優れた独自形
状」
「 安全性とフィット感」な
どを重視し、鍋谷選手の顔
の3 Dデータ計 測を行うな
ど、新たな「アイガード」の開
発をスタートさせた。
要望の中には、従来の金型を用いた

アイウェアを製造販売する山

製造方法では実現が難しいものもあ

間が増えたことにより
「アイケア」への

本光学㈱（大阪府東大阪市長

り、製品開発と並行して、
それらをすべ

関心が高まってきたタイミングでの新

堂、山本直之社長）
は、世界初

て実現するべく適したさまざまな情報

比較は、
ゴールデンウィーク期間中

サービス開始に対し、SNSでは喜びの

の3Dプリンタアイガード
「GUARDIAN-

を収集。同社が求める機能や性能を

で、実 店 舗 がほぼ 休 業していたため

声が上がったとし、
『これからもお客様

Fit」を発売し、併せてバレーボールV

実現できる米国Carbon社の3Dプリ

Zoﬀオンラインストアのみとなる。

の様々なライフスタイルにおける
「見る

リーグ・デンソーエアリービーズ所属の

ンタを活用した“世界初”の3Dプリン

力」
に貢献し、
ひとりひとりがよりよい人

鍋谷友理枝選手とSWANSアドバイザ

タ・アイガード
「GUARDIAN-Fit」が誕
生した。

紫 外 線やブルーライト

ルーライトなど光のストレスへの対策を

の受注件数は5.5倍に伸びた。
また、
ブ

生を楽しむことのできる社会をつくり、

リースタッフ契約を締結したことを、5月

が目に影 響があると報 告

行っていない、
または不快な思いをしな

ルーライトカットレンズの受注件数は

文化を創造していくことが私達Zoﬀの

12日付で発表した。

されているが、眼鏡DB20

がら対策を行ってきたシニアの人を始

62倍の伸びを記録した。

目標です』
としている。

18の消費者アンケート調

めとする、全ての人々に、快適で安心で

査によると、60代以上のシ

きる日常を提供するために開発された。
また、
目の健康に影響のある紫外線

イトに対し、
レンズ対策を

やナチュラルブルーライトなどの光スト

行っている人 は2 割 のみ

レスをカットするだけでなく、通常のク

と、多くの人が光から生ま

リアレンズと同等の透明度で黄ばみが

れるストレスへの対策がで

なく、
また装用時の視野の明るさにつ

きていないことが判明して

いても、72%の人がクリアレンズと同程

いる。

度に明るいと回答している。室内でも

また 、2 0 1 9 年 7 月に
60‑69歳を対象に実施し

暗さを感じないブルーライト&UVカッ
トレンズとなっている。

パリミキのピカピカキャンペーン

それによると、オンラインストア全体

ニアで紫 外 線やブルーラ

のメガネも含めて行っている。

「パリミキ」
「メガネの三城」
を

展開する㈱三城は、4月13〜5月
31日の期間、
『メガネ ピカピカ

キャンペーン』
を全国のパリミキ・

セイコーアイウェア新社長に
岩崎淳氏

リーニングさせていただきます”

M

miwagiken

ビルの外装から住宅までのリフォーム
設計・施工も承ります
W&J 読者限定キャンペーン

お問い合わせは

フリーダイヤル
0800-8000-930（通話無料）

創業明治元年

三輪技建 株式会社

〒130-0001 東京都墨田区吾妻橋1-6-1
Tel.03-3624-0571 Fax.03-3621-8327

グ＆
ブロ 情報
新
最
お得なキャンペーンなど
更新中！！！
屋号「渋利」六代目
代表取締役 三輪竜也

突してもレンズが 外 れず 破 損しない

ロ・アマに関わらず、実は眼に問題を抱

実現できた「優れたフィット感と通気

えるアスリートは少なくない。

性」
を合わせ持つフレーム、裸眼とほぼ

同社と鍋谷選手の出会いは2019年

変わらない「広い視界」など、優れた機

クを受け右眼を負傷した鍋谷選手が、

後任として岩崎淳氏が社長に昇任し

プレー中の眼を保護するSWANS「アイ

て、
プロ・アマ問わず、眼に問題を抱え

ガード」を購入するため、弊社直営店

るアスリートが競技に集中し、力を発

を訪れたことに始まる。

揮できるように全面的にサポートして

新任の上田泰男氏と冨田斉氏の2人

ク・見え方相談を、他店で購入

が就任した。

実際にSWANS「アイガード」
を使っ

各種セミナースケジュール

５月

６月

ベーシックコース （東京）

７〜８

４〜５

ダイヤモンドコース（東京）

１４〜１５
２８〜２９

１８〜１９

ベーシックコース (大阪)

７月

１１〜１２

ダイヤモンドコース（大阪）

２０

１０
２５〜２６

5月のキャンペーンは

LIXIL全商品20％〜40％OFF その他５％OFF

は、視覚からの情報伝達の割合が8割

主総会を開催し、神原稔氏が退任し、

メンテナンス・掛け心地チェッ

パールコース（東京）

距離から時速160kmの野球硬球が衝

の春ごろ。代表合宿中に顔面にスパイ

また、取締役には、
と特設WEBページを立ち上げ、 たことを発表した。

宝石鑑別コース（東京）
博多 ダイヤモンドコース

スポーツにおける「眼」からの情報

セイコーアイウェア㈱は4月1日に株

メガネの三城で開催している。
“徹底的にメガネを点検・ク

「GUARDIAN-Fit」は、2mの至近

とも言われ、
とても重要だ。
ところが、
プ 「高い安全性」、3Dプリンタだからこそ

お客様の想いをかたちに。
すてきリフォーム

山本光学
た鍋谷選手に

や見えづらさが 理 由で、紫 外 線 やブ

し、好評を博している。

対策の更なる強化に取り組むとし、従

SWANSブランドのスポーツ

他店購入のメガネも含めた

目の健康を気にするシニアに好評

限りなく透明に近いニコン・エシロールのブルーライト&UVカットレンズ

ブルーライトカットコートの追加料金を

時速160 でも破損しない高い安全性

福 井 県 福 井 市で

メガネスーパーが出張費無料にて

青山眼鏡

期間限定で東京都・神奈川県・千葉県を巡回

価格を抑えた特別価格で社会貢献を

PC技術スタッフも同行

飛沫感染予防のためのゴーグル型メガネ

願っている。なお、同社では感染防止

（税別）

￥25,000
￥25,000

￥12,000

￥30,000

能が搭載されている。
山本光学は、
アイガード製品を通じ

いくとしている。

