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1911年の創業時から、眼の保護具をつくることで発展してきた山本光学のプロダクトは、

どのようなシーンにおいても着用者の安全と健康を護ることが義務付けられています。

またその一方で、我々が創りだすプロダクトは、

プロフェッショナル、アマチュアの垣根無く、

単に「安全の為に使う道具」という関係を超えて

人を魅了し、

ベストパフォーマンスを引き出し、

身体になじむものでなければなりません。

さらに、顔に装着する 製品は自ずと着用者の個性を強く表現します。

我々は常にスタイルとの調和も意識する必要があります。

SWANS は

高い安全基準を掲げ、

ものづくりへの情熱を製品に込めると同時に、

ブランドを体現するもの全てのデザインを通じて

社会とより良いコミュニケーションを図ることを

目標とします。

PRODUCT POLICY　プ ロ ダクト ポリシ ー

SWANS Design philosophy 
デ ザ インフィロ ソフィ―

安全な，確かな， 信頼できる 美的感覚のある，審美的な 本質的な，極めて重要ななじむ，調和する
Secure EssentialFit inAesthetic

「S A F E 」Design 

Secure
着用者もまわりの人も安全なデザイン。

SWANS ブランドの根幹には1911年の創業以来、
100年以上にわたって培われた保護具開発の精神があります。
眼をはじめとして身体を護る為の強度や安全性が担保されているか
また、その道具が着用者や周りの競技者を傷つける可能性がないか。
SWANSブランドを冠する全ての製品は、高い安全基準の中でつくられます。

Aesthetic

我々の掲げる「美」には様々な解釈があります。
まず、純粋に製品が造型美に優れ魅力的であること。

加えて着用者のパフォーマンスをサポートすることで、
感動の瞬間や健康美を創造する手助けとなるよう努めること。

製品の持つ美は着用者が躍動する瞬間と重なることで完成します。
　また光学メーカーとして、レンズ性能においても競技などのシビアな　

　　環境において求められる高度な品質、精度を追求します。

製品も、着用者も 。そして見える景色も美しく。

Fit  in

使う状況や環境、スポーツの種目によって
求められる機能やフィット感、スタイルは変化します。
現在まで引き継がれているアスリートとの研究 / 開発のノウハウに乗せて
それらにデザインで答えます。また、環境保全の為にも出来ることを模索していきます。

身体に、スタイルに、環境になじむ。

Essential
問題を発見する。本質をおさえる。

例えばアスリートと天候状況。
我々のプロダクトの出発点となるのは人と環境の間に生じる不都合や不便さ、　

人の感じる違和感や不快感と言ったものです。
現場で起こっている問題を正確に把握し、製品で解決する。

デザイナーは問題となる事象の本質は何なのかを常に意識し、
時には俯瞰的に、時には角度を変えて、慣例にとらわれることなく解決法を模索します。

フィロ ソフィー（ 理 念 ）を 製 品 に 反 映 して いくた め の 具 体 的 な 4 つ の 柱

※各商品はイメージです。実際の商品とは異なります。
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紫外線

01 ： ルトーメノナ（087 -9m）

可視光線 赤外線

オゾン層

UV-A
UV-B
UV-C

地球

近畿大学生物理工学部との共同研究により、光のコントロール技術を駆使しコントラストが向上して見えるレンズの開発に成功しました。「ULTRA LENSを掛ける意味、それは裸眼より

演色性、コントラストが向上し、物体を見やすくすることである」。

一般にポリカーボネートと呼ばれる

材料には安価なものから宇宙での船

外活動服のヘルメットに用いられる

ような高い強度と光学性能を有する

ものまで様々なグレードがあります。

当社の使用するレンズ材料は、当然

後者の光学グレードのものとなりま

すが、それでもそのまま使うとすぐに

細かな傷がつき、レンズとしては長く

使用できません。その為、より厳しい

環境や安全性を考慮した場合、ポリ

カーボネートを更にキズに強くするこ

とが必要になります。当社独自の「ペ

トロイド レンズ」は変形への追従性と

硬さのバランスが素材に対して最適

となるよう研究されており、特に耐衝

撃性能はガラスレンズやCR-39レンズ

と比較して抜群の性能を持ち、低温

から高温まで過酷な温度環境下でも

その性能は変わりません。

SWANS Technology
美しいフォルムと優れた機能、最先端の技術が融合し醸成されたSWANS製品。

スポーツに最適な高機能レンズ

一般のプラスチックレンズ ペトロイドレンズ

鉄球落下テスト 

ペトロイドレンズ一般プラスチックレンズ

※一部、ペトロイドレンズではない製品も
　含まれております。
※試験条件:5kgの鉄球を1mの高さから自由落下

あらゆる危険から眼を護る高機能素材レンズ
ペトロ イドレンズ

レンズの基本機能となる紫外線カット効果
ＵＶカットレンズ

紫外線の種類
紫外線は波長の長さによって、UV-A、UV-B、UV-Cの

3種類に分類されますが、そのうち地上にまで届く

のはUV-AとUV-Bです。より危険性の高いUV-Bは、

大部分が角膜や水晶体といった眼の前面で吸収さ

れて、その組織に障害を及ぼします。またUV-Aは

UV-Bと比較すると眼の深くまで浸透し、長時間浴

びた場合の健康被害が懸念されています。年間を

通して地表に到達する量が多いのもUV-Aの特徴

です。

SWANSサングラスは全てのレンズが
有害な紫外線を99.9％以上カット

※ JIS規格に基づいた数値を記載しています。

1 2

自然光
偏光レンズ

路面・水面など

反射した光
（偏光）

100 380315280
UV-C　UV-B　UV-A

紫外線は皮膚だけでなく眼にも大きなダメージを与えます。長時間、強い日差しの下で

眼をさらすと、角膜上皮を破壊し激痛をともなう炎症を引き起こすだけでなく、眼の障

害の一因にもなると指摘されています。ペトロ

イドレンズはどのレンズカラーでも、有害な紫外

線を99.9％以上カットします。また日本人の顔

のカーブにフィットしたフレーム設計で、隙間か

ら入ってくる紫外線も軽減します。

目的や用途に応じて特定の色域を強調することで対象物をくっきりと見せ、視認性を向上させる機能を持ったレンズです。 

スポーツによって異なる用具や環境などに応じて強調すべき色域はそれぞれ異なるため、カテゴリごとにプロアスリート

との共同研究、データの蓄積により、それらを最適化しています。

近畿大学 生物理工学部 人間工学科 片山一郎 准教授

視たい部分を強調できる高視認レンズ
ウルトラレンズ
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ULTRA LENS使用品番にはレンズに刻印が入ります。 ULTRA LENS使用品番には専用商品タグが付属します。

偏光レンズとは路面、水面、窓面をは

じめ、車、建物など様々な物体からの

乱反射光線を効果的にカットする特

殊なフィルター機能を持つレンズで、

ギラツキを抑え、くっきりとした視界を

確保します。

ギラツキを抑えてくっきりとした視界を確保
偏 光レンズ

反射光の比較のイメージ

偏光レンズあり偏光レンズなし

偏光レンズあり偏光レンズなし

偏光レンズあり偏光レンズなし

光の反射などの見えにくさを解消するレンズ

偏光レンズの原理はよく窓のブラインドに例えられますが、そのブラインド構造がどれだけ密に

並んでいるか、装着時に水平になるよう正確にレイアウトされているかが偏光レンズの性能を見

る上でとても重要です。特にブラインド

構造の密度を数値で表したものを、偏

光度といい、国内では、90％以上の偏

光度を持ったレンズ（反射光の90％以

上をカットする）を偏光レンズと定義し

ています。偏光度の高さとレンズの明

るさは相関関係にありますので、薄い

カラーの偏光レンズは、偏光度が低く

なる傾向にあります。

偏光度とは？

高い偏光度を持ち、乱反射光をしっかりと制御する一般的な偏光レンズです。太陽光、乱反
射光が強い環境下で機能を発揮します。

偏光フィルムとポリカーボネート素材を一体成型する技術＝フィルム・インサート・テクノロ
ジーによって製造された、極めて高精度な偏光レンズがFit-Pレンズです。SWANSの多くの
サングラスに採用されています。

偏光度：90％以上　可視光線透過率：10％～40％程度

【PAT.】
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UVカット

反射光カット

自然光

偏光度：90％以上　可視光線透過率：10％～30％程度

詳細はP07～10をご覧ください。

ジャパンフィットを日本でつくる

JAPAN FIT

光学的な専門性を有するレンズ設計とそのレンズ性能を最大に発揮できるレイアウトで固

定できるフレームを一貫して開発/生産できるメーカーは世界的に見ても殆どありません。

我々はそれらの技術を有し、目的に応じて様々なアイウェアを社内でゼロから設計/生産し

ています。

また、日本のメーカーとして長年研究を続けてきたこともあり、日本人の頭部情報の蓄積が

豊富なため、日本人にジャストフィットするアイウェアを得意としています。

光をコントロールするレンズ技術

LENS

SWANSに採用されるレンズは透明性・耐衝撃性・耐熱性・難燃性に優れたポリカーボネート製。

防弾装備や航空機のキャノピーなどにも用いられるこの樹脂を、高い成型技術によって光学

性能の優れたレンズへと加工してSWANSのレンズは作られています。またSWANSのレンズ

は有害な紫外線を99.9%以上カットするだけではなく、スポーツに求められる高い強度を実

現した「ペトロイドレンズ」や、一定の波長の光線をコントロールする技術によって視認性を

良くする「ウルトラレンズ」、ギラツキを抑えくっきりとした視界を確保する「偏光レンズ」、雨や

汗の付着を抑えクリアな視界を維持する「クラリテックスコート」など、使用シーンに求められ

るレンズ機能を提供しています。

※ 一部の製品ではポリカーボネートレンズを使用していません。
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ミラーコートなし

マルチコートのイメージ

マルチコートありマルチコートなし

ユーザー登録されたお客様へさらなる安心と安全をご提供することを目的として、 サングラス及び眼鏡フレームの交換・修理をサポートする制度をご用意いたしました。

詳細はWEBサイト サポートページをご覧ください。
https://www.swans.co.jp/entryform/description.html

アイコン説明製品の見方説明

JANコード

スペック製品名 原産国
機能アイコン

カラースペック

標準可視光線
透過率

品番 価格カラーコード

UVカットレンズ

POLA偏光レンズ
偏光度

Fit-P偏光レンズ
偏光度

クラリテックスコート
（両面）ミラーコート

※標準可視光線透過率は、JIS規格に基づいた
　測定数値を記載しています。

高校野球対応モデル

度付アタッチメント

マルチコート
（両面）

マルチコート
（裏面）

標準可視光線
透過率※00%

00%

00%

度付ダイレクト

ービイネ×ービイネ×クッリタメンガトッマ： ーラカムーレフ
）チルマ面両（クーモス光偏 ： ーラカズンレ

LI SIN-0151 本体価格¥19,000＋税 2200183104894 ： ドーコNAJ

29%97%

Weight:32g　8カーヴ 
フレーム素材：ナイロンLION SIN

製品写真
フォトクロミックレンズ

（調光レンズ）

日本製

MGMR

区分

日本国内で販売されているサングラスは「家庭用品品質表示法」に基づき、品質に関する表記が義務付けられています。

屈折力がいかなる経線においてもマイナス0.125ディオプトリから0.125ディオプトリまでの範囲内であり、
かつ、任意のいかなる二経線間の屈折力の差が0.125ディオプトリ以下であって、平行度が0.166ディオプトリ以下になるもの

サングラスの項に掲げる区分に該当するもののうち、次のイおよびロに該当するもの
イ　偏光度が90%以上であるもの
ロ　偏光軸のずれが15度以下であるもの

前各項上欄に掲げる区分以外のもの

品名（表示名）

サングラス

偏光サングラス

ファッション用グラス

※法令文章を引用

※「ファッション用グラス」には使用上の注意として、『あまり長い時間、目にかけない旨』の表記が義務付けられています。

家庭用品品質表示法に基づく品名表記について

※ディオプトリとはレンズの屈折力を表す単位です。

SWANS SUNGLASSES SUPPORT
SWANS（スワンズ） サングラスサポート

1.　インターネット、またはハガキによるユーザー登録をして頂くことが条件となります。
2.　スワンズ製品購入時のレシート（または領収書、納品書など購入日が証明できるもの）と修

理交換依頼書が必要です。

サ ポート条 件

購入日から１年間。

サ ポート期 間

SWANSブランドのサングラス及び眼鏡フレーム。
※対象製品には説明書と登録ハガキを同梱しています。

対 象 製 品

以下のような場合は、サポート対象外とさせていただきます。
1.　故意の破損
2.　盗難・紛失の場合
3.　天災が原因で破損した場合
4.　独断による製品の改造、塗装、修理等がなされた場合
5.　ご登録いただいたご本人様、もしくは保護者様以外の場合
6.　ノーズパッド、イヤーパッド、ベルト、ネジなどの消耗品
7.　ケース、布袋、コード類などの付属品
8.　２回目以降の交換・修理（有償となります）
9.　オーダーメイドで製作された度付きレンズ

（フレームは対象となります）

サ ポート対 象 外

1.　修理交換依頼書は再発行を致しませんので、大切に保管ください。
2.　修理交換依頼書の名義や住所の変更は弊社カスタマーセンターまで ご相談ください。
3.　修理交換依頼書は日本国内においてのみ有効です。
4.　修理交換依頼書は上記サポート規定により無償対応をお約束するもので、これにより

お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

修 理 交 換 依 頼 書 の 取り扱 い についてのご注 意

公益財団法人日本高等学校野球連盟の定める高校野球用具の使用制限に基づいたモデルをラインナップしています。詳細はP１3をご覧ください。

高校野球対応モデル高校野球対応モデルについて

サイズ表記について コンパクトサイズ

概ね幅が140mm未満のモデルについて『コンパクトモデル』と表記しています。
※フィット感はモデルによって異なります。ご購入の際にはご試着いただくことをお勧めいたします。

ウルトラレンズ

クラリテックスコートのイメージ

クラリテックスコートなし クラリテックスコートあり

ダブルクラリテックスコート

ダブルクラリテックス
コートレンズには
このマークが印字されています。

レンズ表面に光を反射する膜をコーティングしたミラーレンズは、特に強い日差しや眩

しさをカットする機能に優れています。コーティング膜を制御し、ベースとなるレンズカ

ラーと組み合わせることで、光量や色調を調節することができ、様々なスポーツシーン

に応じたレンズカラーを選択できます。また、外から眼が見えにくくなるため、ライバル

に表情を読まれず集中しやすい効果もあります。

ミラーコートあり

屋外での強い日差し、太陽光の眩しさから眼を護る
ミ ラ ー コ ー ト

水、塵、ホコリをはじき、クリアな視界を確保
クラリテックスコ ート〈撥 水 コ ート〉

撥水性、防汚性等に優れた機能を発揮する、山本光学独自の特殊表面コーティング。レ

ンズに水滴が付着しにくく、付着した場合でもレンズ表面に水膜が広がらないため、視

界が歪む心配がありません。また、指紋や水垢もつきにくく、汚れた場合でも簡単に除

去することが可能です。ダブルクラリテックスコートは、レンズの表と裏の両面をコー

ティング。飛び散った汗や水がレンズ裏面についても視界が歪むことなく、クリアな視界

が得られます。（実用新案登録）

映り込みを防いで、すっきりとした視界を確保
マルチコ ート

マルチコートはレンズに反射防止コートを施し、レンズの映り込みの軽減に加えて、レン

ズのギラツキも抑えます。薄いカラーのレンズに最適なコーティングです。

ミラーコートのイメージ
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紫外線量によってレンズカラーが変化
フォトクロ ミックレンズ〈調 光レンズ〉

紫外線を受けることでレンズカラーが着色され

るレンズで、受ける紫外線の量によってカラー

の濃さが変化します。クリア（透明）のレンズに

紫外線を受けるとスモーク色に着色され、紫外

線量が増えるほど色の濃さが増し、逆に紫外線

量が減るに従ってレンズカラーも薄くなります。

視界の明るさをレンズそのものが調整してくれ

るため、幅広い環境下で使用できるのが特長。

紫外線量が刻々と変化する屋外で活躍するの

はもちろん、室内や夜間においてもクリア（透

明）のレンズとして眼をしっかりケアします。

スモークスモーク クリアクリア

※天候がめまぐるしく変わるシーンでの
　使用に最適です。

5

※紫外線カットガラスを使用した自動車の車内ではレンズの色が変化しません。
※紫外線量や気温等の条件により、レンズカラーの濃さは変化します。
※経年劣化により徐々にレンズカラーの濃さが変化しにくくなります。

Width:147mm（内寸）
Height:
44mm（内寸）

サポート期間中に製品取扱説明書の記載通りの使用において破損が生じた場合、 破損個所の
交換・修理を１回限り無償で行います。
但し、故意による破損は対象外とさせていただきます。
２回目以降の交換・修理はサポート期間中であっても有償となります。
補修部品が無いなど修理不可能な場合は、同額製品との交換とさせていただきます。
※弊社への修理依頼品送料はお客様の負担となります。

サ ポート内 容
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for BASEBALL

ULTRA LENS 
for DRIVING

ULTRA LENS 
for FISHING

ULTRA LENS 
for GOLF

偏光ウルトラ ローズスモーク
［ 偏光ULローズスモーク（両面マルチ）］ 可視光線透過率：22％

スポーツアイウェアレンズが、勝利のためにできること。

スポーツアイウェアレンズは紫外線や飛来物から眼を護ることだけではありません。

「ULTRA LENS」とは目的や用途に応じて特定の色域を強調することで

対象物をくっきりと見せ、視認性を向上させる機能を持ったレンズです。

さらに、スポーツによって異なる用具や環境などに応じて強調すべき色域はそれぞれ異なるため、

カテゴリごとにプロアスリートとの共同研究、データの蓄積により、それらを最適化。

「護りながら攻める。」それがSWANSの ULTRA LENS です。

視界が変わる、世界が変わる。

偏光ウルトラ ライトグリーン  
［ 偏光ULライトグリーン（両面マルチ）］ 可視光線透過率：26％

ウルトラネプチューンパープル
［ シルバーミラー×ULネプチューンパープル（裏面マルチ）］　可視光線透過率：17％
［ レッドシャドーミラー×ULネプチューンパープル（裏面マルチ）］　可視光線透過率：28％
［ シルバーミラー×ULネプチューンパープル］　可視光線透過率：18％ 19%

動体視力を必要とする野球というスポーツでボールの行方を見逃さない。「打つ・投げ
る・走る・捕る」どのシーンで使っても、しっかりとボールを追うことができるレンズです。

まぶしさを抑えて、白球を際立たせる。

ULTRA LENS なし ULTRA LENS あり

ウルトラ ライトアイスブルー
［ シルバーミラー×ULライトアイスブルー ］可視光線透過率：43％
［ ULライトアイスブルー（両面クラリテックス）］可視光線透過率：70％

ウルトラ アイスブルー 
［ シルバーミラー×ULアイスブルー ］

可視光線透過率：27%  28％ 26%

偏光ウルトラ アイスブルー
［ 偏光ULアイスブルー（両面マルチ）］ 可視光線透過率：29％
［ 偏光ULアイスブルー ］ 可視光線透過率：28％ 29％

NEW

晴れ うす曇り

晴れ うす曇り

晴れ うす曇り

注意喚起色である黄・赤を強調し、安全運転のための予測や認知を促します。また偏
光機能により路面の照り返しを抑えることで、白線やオレンジ線を強調。車線の中で
の自車位置把握がしやすくなり、レ一ンキープの容易さにもつながります。上記のよう
な効果を持ちながら、トンネル内でも暗すぎない明るさを実現しています。

赤や黄色などの情報を鮮明にする。

ULTRA LENS なし ULTRA LENS あり

TETSUYA YAMANO

朝晩の薄暗い状況や木の陰となる障害物にルアーを投げていくような場面でも暗く感
じない。日本に多い、薄いグリーン系の水質を見る際に眼に馴染みやすいレンズカ
ラー。かつコントラスト強調効果によって水中の状態把握しやすい効果がある。視るこ
とに集中するサイトフィッシングに最適なレンズです。

青い空・緑の森といったゴルフシーンの背景の中で、ボールの色をくっきり・はっきりと浮き上がらせるレンズです。加えて、着用時の視界色は自然で眼に馴染みやすいため、長時間
の着用でも眼への負担が少なく、一日を通して使用が可能です。

刻々と変わるフィールドに対応する。

ULTRA LENS なし ULTRA LENS あり

SHUNSUKE NOMURA

緑の芝も鮮やかに、ボールがはっきり見える。

ULTRA LENS なし ULTRA LENS あり

RYO ISHIKAWA

スペシャルサイト  ▶  https://www.swans.co.jp/feature/ultralens.html
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ULTRA  LENS  for  BASEBALL ULTRA  LENS  for  GOLF

ULTRA  LENS  for  DRIVING

ULTRA  LENS  for  FISHING

FO-3116 NEW
P13掲載

FSBL

OG5-0170 NEW
P21掲載

SCLA

SPB-0168 GMR
P15掲載

LI SIN-0168 MBK
P15掲載

LN-0170
P17掲載

DMBR

PW-0168 BK
P18掲載

PW-0170
P18掲載

MBKDF-0170
P18掲載

MBK

DF-0168 CSK
P18掲載

SALF-0170
P19掲載

SMK

SALF-0168 GMR
P19掲載

SA-520
P19掲載

CPG

SA-516 CPG
P19掲載

ER2-0168
P18掲載

BK

ER2-0170
P18掲載

MGRY

ER1-0167
P18掲載

DMSM

ER1-0168
P18掲載

MBK

ER1-0170
P18掲載

DMBR

OG4-0168 MBK
P21掲載

OG4-0170
P21掲載

SCLASABE-0170 NEW
P20掲載

DMBR2

WA7-0170
P17掲載

MBK

WA7-0168 MBK
P17掲載

CP-1000P LGRN
P22掲載

CP-1000P PICBL
P22掲載

CP-1000P
P22掲載

PROSK

ER2-0167
P18掲載

CNAV

LI SIN-0714
P15掲載

PAW

SPB-0714 BK
P15掲載

EN8-0067
P14掲載

MNV

ENN20-0714
P14掲載

SPW

STRIX H-0714
P16掲載

MAWSTRIX I-0714
P16掲載

PAW

LN-0067 BKBL
P17掲載

EN8-0714
P14掲載

MEBL

SALF-0067 BK
P19掲載

SOU2C-0714 CSK
P17掲載

P17掲載
SOU2C-0715 BK/PR

SA-521
P19掲載

LSIL

SALF-0714 BK
P19掲載

PW-0167 NEW
P18掲載

MBK

SALF-0715 BK
P19掲載

CP-1000N ICBL
P22掲載

SAMV-0714 CSK
P20掲載

WA7-0167 BK
P17掲載

SALF-0767
P19掲載

BLGM

FO-3114 NEW
P13掲載

MTR

ラインナップ一覧

シルバーミラー × ウルトラネプチューンパープル レッドシャドーミラー ×
ウルトラネプチューンパープル

シルバーミラー × ウルトラアイスブルー

偏光ウルトラアイスブルー

シルバーミラー × ウルトラライトアイスブルー ウルトラアイスブルー

偏光ウルトラローズスモーク（両面マルチ）

偏光ウルトラライトグリーン（両面マルチ）

WA7-3167 BK
P17掲載

FO-3516 NEW
P13掲載

MAWSTRIX H-0716 NEW
P16掲載

FSBL SPB-0716 NEW
P15掲載

FSBL
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2293413104894 ： ドーコNAJ

6013413104894 ： ドーコNAJ0903413104894 ： ドーコNAJ3803413104894 ： ドーコNAJ

F-LI SIN-C

6493413104894 ： ドーコNAJ
本体価格 ¥8,500＋税

BK
フレーム：ブラック×ブラック×ブラック

F-LI SIN-C

3593413104894 ： ドーコNAJ
本体価格 ¥8,500＋税

PAW
フレーム：パールホワイト×ホワイト×ホワイト

F-LI SIN-C

0693413104894 ： ドーコNAJ
本体価格 ¥8,500＋税

MEBL
フレーム：ダークメタリックブルー×ブラック×ブラック

対応スペアレンズ

LION SIN LION SIN CompactSPRINGBOK
価格 標準可視光線

透過率
JANコード

※掲載の金額は本体価格のみとなります。別途消費税が加わります。

本体価格 ¥10,000＋税 

本体価格 ¥9,000＋税 

本体価格 ¥9,000＋税 

本体価格 ¥9,000＋税 

本体価格 ¥9,000＋税

本体価格 ¥7,000＋税 

本体価格 ¥7,000＋税 

本体価格 ¥7,000＋税 

本体価格 ¥6,500＋税 

本体価格 ¥6,500＋税 

本体価格 ¥6,500＋税 

本体価格 ¥6,500＋税 

本体価格 ¥6,500＋税 

本体価格 ¥6,500＋税 

本体価格 ¥6,500＋税 

本体価格 ¥6,500＋税 

本体価格 ¥5,500＋税 

本体価格 ¥9,000＋税 

84％⇔17％

29%

29%

26%

13%

92%

70%

87%

13%

36%

45%

28%

43%

24%

13%

13%

25%

22%

4984013142895

4984013142901

4984013142918

4984013142925

4984013142932

4984013142956

4984013142963

4984013142949

4984013142970

4984013142987

4984013142994

4984013143007

4984013143014

4984013143045

4984013143021

4984013143038

4984013143052

4984013143977

4984013143984

4984013143991

4984013144004

4984013144011

4984013144035

4984013144059

4984013144066

4984013144042

4984013144073

4984013144080

4984013144097

4984013144103

4984013144110

4984013144141

4984013144127

4984013144134

4984013144158

4984013144028

4984013144165

4984013144172

4984013144189

4984013144196

4984013144219

4984013144233

4984013144240

4984013144226

4984013144257

4984013144264

4984013144271

4984013144288

4984013144295

4984013144325

4984013144301

4984013144318

4984013144332

4984013144202

F-SPB

9603413104894 ： ドーコNAJ

本体価格 ¥11,000＋税
BK

フレーム：ブラック

F-SPB

6703413104894 ： ドーコNAJ

本体価格 ¥11,000＋税
GMR

フレーム：マットガンメタリック

F-SPB
本体価格 ¥11,000＋税

TQB

フレーム：ダークターコイズブルー

F-SPB
本体価格 ¥11,000＋税

PAW

フレーム：パールホワイト

F-SPB
本体価格 ¥11,000＋税

BK/R

フレーム：ブラック

F-SPB
本体価格 ¥11,000＋税

MBK
フレーム：マットブラック

F-SPB

1315413104894 ： ドーコNAJ
本体価格 ¥11,000＋税

FSBL
フレーム：フォレストブルー

NEW

カラースペック

①調光クリアtoスモーク

②偏光スモーク（両面マルチ）

③偏光ULアイスブルー（両面マルチ）

④偏光ULライトグリーン（両面マルチ）

⑤シルバーミラー×偏光スモーク

⑥クリア（両面クラリテックス）

⑦ULライトアイスブルー（両面クラリテックス）

⑧イエロー（両面クラリテックス）

⑨シルバーミラー×スモーク

⑩シルバーミラー×ライトピンク

⑪シルバーミラー×クリア

⑫シルバーミラー×ULアイスブルー

⑬シルバーミラー×ULライトアイスブルー

⑭レッドシャドーミラー×スモーク

⑮ブルーミラー×スモーク

⑯イエローミラー×スモーク

⑰スモーク

⑱偏光ULローズスモーク（両面マルチ）

品番
LION SIN LION SIN CompactSPRINGBOK

カラー
コード

L-SPB-0066

L-SPB-0151

L-SPB-0167

L-SPB-0168

L-SPB-0751

L-SPB-0412

L-SPB-0415

L-SPB-0411

L-SPB-0701

L-SPB-0709

L-SPB-0712

L-SPB-0714

L-SPB-0715

L-SPB-1701

L-SPB-1101

L-SPB-1601

L-SPB-0001

L-SPB-0170

L-LI SIN-0066

L-LI SIN-0151

L-LI SIN-0167

L-LI SIN-0168

L-LI SIN-0751

L-LI SIN-0412

L-LI SIN-0415

L-LI SIN-0411

L-LI SIN-0701

L-LI SIN-0709

L-LI SIN-0712

L-LI SIN-0714

L-LI SIN-0715

L-LI SIN-1701

L-LI SIN-1101

L-LI SIN-1601

L-LI SIN-0001

L-LI SIN-0170

L-LI SIN-C-0066

L-LI SIN-C-0151

L-LI SIN-C-0167

L-LI SIN-C-0168

L-LI SIN-C-0751

L-LI SIN-C-0412

L-LI SIN-C-0415

L-LI SIN-C-0411

L-LI SIN-C-0701

L-LI SIN-C-0709

L-LI SIN-C-0712

L-LI SIN-C-0714

L-LI SIN-C-0715

L-LI SIN-C-1701

L-LI SIN-C-1101

L-LI SIN-C-1601

L-LI SIN-C-0001

L-LI SIN-C-0170

CSK

SMK

PICBL

PLGRN

PSMSI

CLA

LICBL

Y

SMSI

PI/SL

CL/SL

LPRSL

LICBL

RSHD

SMBL

SM/Y

SMK

PROSK

①調光クリア to スモーク

太陽光の強さや天候といった周りの環境に合わせてレンズを選び、
気分やモチベーションといった自らの感情に合わせてフレームを選ぶ。

プロアスリートと同じアイウェアの選択方法を全てのお客様に提供します。

②偏光スモーク （両面マルチ） ③偏光 ULTRA アイスブルー
 （両面マルチ）

④偏光 ULTRA ライトグリーン
 （両面マルチ）

⑤シルバーミラー×偏光スモーク ⑥クリア（両面クラリテックス） ⑦ULTRA ライトアイスブルー
（両面クラリテックス）

⑧イエロー（両面クラリテックス）

⑨シルバーミラー×スモーク ⑩シルバーミラー×ライトピンク ⑪シルバーミラー × クリア ⑫シルバーミラー ×
ULTRA アイスブルー

⑬シルバーミラー×
ULTRAライトアイスブルー

⑭レッドシャドーミラー×スモーク ⑮ブルーミラー × スモーク ⑯イエローミラー × スモーク

⑰スモーク ⑱偏光ULTRAローズスモーク
（両面マルチ）

18レンズ 種類

3フレーム 種類

レンズの選択が、パフォーマンスを支配する。

SPRINGBOK LION SIN LION SIN Compact

SPRINGBOK

LION SIN

LION SIN Compact

フレームカラーバリエーション：9種類 フレームカラーバリエーション：7種類

ウェブ上でレンズとフレームの組み合わせをシミュレーションできる
LENS SETUP SYSTEM スペシャルサイト　https://www.swans.co.jp/lens_setup/

フレームカラーバリエーション：3種類

LENS SETUP SYSTEMフレームは特約店のみお取り扱いいただけます。
詳細は営業担当者までお問い合わせください。

F-LI SIN

0054313104894 ： ドーコNAJ
本体価格 ¥12,000＋税

MGMR
フレーム：マットガンメタリック×ネイビー×ネイビー

F-LI SIN

1354313104894 ： ドーコNAJ
本体価格 ¥12,000＋税

BK/R
フレーム：ブラック×レッド×レッド

F-LI SIN

5554313104894 ： ドーコNAJ
本体価格 ¥12,000＋税

PAW
フレーム：パールホワイト×ホワイト×ホワイト

F-LI SIN

2912413104894 ： ドーコNAJ

本体価格 ¥12,000＋税
MEBL

フレーム：ダークメタリックブルー×ブラック×ブラック

F-LI SIN

5122413104894 ： ドーコNAJ

本体価格 ¥12,000＋税
CSK

フレーム：マットクリアスモーク×ブラック×ブラック

F-LI SIN

2222413104894 ： ドーコNAJ

本体価格 ¥12,000＋税
BK

フレーム：ブラック×ブラック×ブラック

F-LI SIN

9393413104894 ： ドーコNAJ

本体価格 ¥12,000＋税
MBK

フレーム：マットブラック×ブラック×ブラック

F-SPB

4215413104894 ： ドーコNAJ
本体価格 ¥11,000＋税

MAW
フレーム：マットホワイト×ブラック

NEW F-SPB

7115413104894 ： ドーコNAJ
本体価格 ¥11,000＋税

MEBL
フレーム：ダークメタリックブルー×ブラック

NEW
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※標準可視光線透過率は、JIS規格に基づいた測定数値を記載しています。

度付アタッチメント

クラリテックスコート（両面）

マルチコート（両面） 標準可視光線透過率※00%

Fit-P偏光レンズ偏光度00% POLA偏光レンズ偏光度 ミラーコートウルトラレンズシリーズ UVカットレンズ

度付ダイレクト フォトクロミックレンズ
（調光レンズ）

アイコン説明
マルチコート（両面） マルチコート（裏面）

※ＳＷＡＮＳサングラスは、家庭用品品質表示法に基づいた『サングラス』および『偏光サングラス』です。
　詳細はＰ06をご覧ください。

E-NOX NEURON20'

高校野球対応モデル

SPB-0001BB

1373413104894 ： ドーコNAJ

本体価格 ¥15,500＋税

マットブラック
スモーク

フレーム：
 ： ズ ン レ

25%

STRIX H-0001BB

7863413104894 ： ドーコNAJ

本体価格 ¥15,000＋税

マットブラック×マットブラック×ブラック
スモーク

フレーム：
 ： ズ ン レ

MBK

25%

SOU2-0001BB

8473413104894 ： ドーコNAJ

本体価格 ¥13,000＋税

マットブラック×マットブラック
スモーク

フレーム：
 ： ズ ン レ

17%

日本製

ケース付属

MBK MBK

日本高等学校野球連盟の規定に沿ったサングラス製品です。
指定された条件の場合、高校野球の公式戦で使用が可能です。

高校野球用具の使用制限について

1 5 .  サングラスの 着 用
サングラスを使用する可能性のある時は、試合前（メンバー交換時）に主催者・審判員に申し出て許可を得たものの使用を認めることとする。メガネ枠はブラック、ネイ
ビーまたはグレー（ホワイトは不可）とし、メーカー名はメガネ枠の本来の幅以内とする。グラスの眉間部分へのメーカー名もメガネ枠の本来の幅以内とする。なお、メー
カー名はメガネ枠と同色とする。また、著しく反射するサングラスの使用は認めない。    （日本高等学校野球連盟ホームページより抜粋）

Weight:20g　
6カーヴ 
フレーム素材：ナイロン

Width:137mm
Height:
44mm

イーノックス ニューロン 日本製

ENN20-0701

4653413104894 ： ドーコNAJ

本体価格 ¥16,000＋税

スカイブルー
シルバーミラー×スモーク

フレーム：
 ： ズ ン レ

SKBL

14%

ENN20-1701

1063413104894 ： ドーコNAJ

本体価格 ¥16,000＋税

マットブラック
レッドシャドーミラー×スモーク

フレーム：
 ： ズ ン レ

MBK

23%

ENN20-0712

1753413104894 ： ドーコNAJ

本体価格 ¥16,000＋税

ゴールド
シルバーミラー×クリア

フレーム：
 ： ズ ン レ

GOL

51%

NEWENN20-1101

1894413104894 ： ドーコNAJ

本体価格 ¥16,000＋税

マットネイビー
ブルーミラー×スモーク

フレーム：
 ： ズ ン レ

MNV

13%

ENN20-0714

8853413104894 ： ドーコNAJ

本体価格 ¥16,000＋税

スーパーホワイト
シルバーミラー×ULアイスブルー

フレーム：
 ： ズ ン レ

SPW

28%

E-NOX EIGHT 8
イーノックス エイト

フェイスワン

Weight:19g　
6カーヴ 
フレーム素材：ナイロン

Width:133mm
Height:
43mm

6563413104894 ： ドーコNAJ

EN8-0701

9463413104894 ： ドーコNAJ

本体価格 ¥15,000＋税

マットシルバー×マットシルバー×ライムイエロー
シルバーミラー×スモーク

フレーム：
 ： ズ ン レ

EN8-0714

メタリックブルー×メタリックブルー×メタリックブルー
シルバーミラー×ULアイスブルー

フレーム：
 ： ズ ン レ

本体価格 ¥15,000＋税
EN8-1701

3663413104894 ： ドーコNAJ

本体価格 ¥15,000＋税

マットブラック×マットブラック×マットブラック
レッドシャドーミラー×スモーク

フレーム：
 ： ズ ン レ

EN8-0712

EN8-0067

5263413104894 ： ドーコNAJ

本体価格 ¥16,000＋税

マットネイビー×マットネイビー×マットネイビー
偏光ULアイスブルー

フレーム：
 ： ズ ン レ

0763413104894 ： ドーコNAJ

本体価格 ¥15,000＋税

ホワイト×ホワイト×ホワイト
シルバーミラー×クリア

フレーム：
 ： ズ ン レ

EN8-0066
本体価格 ¥17,000＋税

8163413104894 ： ドーコNAJ

ブラック×ブラック×ブラック
調光クリアtoスモーク

フレーム：
 ： ズ ン レ

EN8-0051

2363413104894 ： ドーコNAJ

本体価格 ¥16,000＋税

シルバー×シルバー×シルバー
偏光スモーク

フレーム：
 ： ズ ン レ

90%

スモーク

クリア

ケース付属

SILBK MNV LMSIL

SPW MEBL MBK

97% 14%27% 28%

28%51% 23%

コンパクトサイズ

日本製

ケース付属

キャップとの干渉を防ぐレンズのサイドカット形状
レンズの両側を斜めに切り落としたようなサイドカット形状にすること
で、キャップをかぶって走行する時にもキャップのツバが干渉すること
を防ぎ、アイウェアのズレや不快な隙間を無くすことができます。

ズレを防ぐノンスリップラバー
走行時の上下振動により起こるアイウェアのズレを防ぐ「ノンスリップ
ラバー」を、後頭部に当たるテンプル内側に採用しました。

1stモデルから進化した「さらなる視界への挑戦」
1stモデルを使用するアスリート達からのフィードバックをもとにさら
に進化させた、新たなレンズ形状を採用しました。目の位置から導か
れた視界の限界に挑戦するように、レンズが必要な部分を上下左右に
拡大しました。これによりさらに隙間を無くすことに成功しました。

N-NOX NEURON20’
N-NOX NEURON

84%⇔17%

ズレを防ぐノンスリップラバー
走行時の上下振動により起こるアイウェアのズレを防ぐ「ノンスリップ
ラバー」を、後頭部に当たるテンプル内側に採用しました。

様々な頭部形状にフィットするツイストテンプル
上下に分かれた新構造のツイストテンプルは、それぞれがフレキシブ
ルに動くことで、様々な頭部形状にフィットすることができます。また上
下をひねり（ツイスト）ながら繋ぐことで、軽量性を保ちながら力強い
ホールド感を得る事ができます。

グラビングテンプル
従来のテンプルと比較し、頭部との接触面積が大きく
向上。装着者の頭部を掴む（GRAB）ように、ブレを無
くします。可動構造により多様な頭部形状にも柔軟
に対応できます。

顔幅や好みのフィット感に合わせて付け替えできる
S・M・Lの3サイズのパッドが付属しています（出荷時
にはMサイズが装着）。

視界の広さ
フレーム上部・鼻の間に従来存在したバーを無くし、斜め
方向を見るバッティング等のシチュエーションを考慮し、
視野の広い真の一眼レンズを実現しました。

細かな調整が可能なフレキシブルノーズ
鼻にかかるノーズパッドの内側に、ご自身で動かして調節
ができるフィッティングシステムを採用しました。これによ
りご自身の鼻形状に合わせてパッドを広げたり狭めたり
することができます。

細かな調節が可能なフレキシブルノーズ
鼻にかかるノーズパッドの内側に、ご自身で動かして調節ができる
フィッティングシステムを採用しました。これによりご自身の鼻形状に
合わせてパッドを広げたり狭くしたりすることができます。

FACEONE NEW ケース付属
Weight:30g　
6.25×5カーヴ 
フレーム素材：ナイロン

FO-3116 NEW
本体価格 ¥20,000＋税

7045413104894 ： ドーコNAJ

フォレストブルー×フォレストブルー×マットホワイト
シルバーミラー×ULネプチューンパープル（裏面マルチ）

フレーム：
 ： ズ ン レ

FSBL

EN8-0709 NEW
本体価格 ¥15,000＋税

8105413104894 ： ドーコNAJ

クリアピンク×ブラック
シルバーミラー×ライトピンク

フレーム：
 ： ズ ン レ

BK/P

40%

FO-3516 NEW
本体価格 ¥20,000＋税

1245413104894 ： ドーコNAJ

マットホワイト×マットホワイト×マットホワイト
レッドシャドーミラー×ULネプチューンパープル（裏面マルチ）

フレーム：
 ： ズ ン レ

MAW

FO-3114 NEW
本体価格 ¥20,000＋税

1935413104894 ： ドーコNAJ

マットチタンレッド×マットチタンレッド×マットブラック
シルバーミラー×ＵＬアイスブルー（裏面マルチ）

フレーム：
 ： ズ ン レ

MTR

FO-0001BB NEW
本体価格 ¥18,000＋税

7425413104894 ： ドーコNAJ

マットブラック×マットブラック×マットブラック
スモーク

フレーム：
 ： ズ ン レ

MBK

Width:153mm
Height:
45mm

27% 17%

FO-3501 NEW
本体価格 ¥20,000＋税

4145413104894 ： ドーコNAJ

ブラック×ブラック×ブラック
レッドシャドーミラー×スモーク（裏面マルチ）

フレーム：
 ： ズ ン レ

BK

21% 28%

FO-3901 NEW
本体価格 ¥20,000＋税

8345413104894 ： ドーコNAJ

ダークメタリックブルー×ダークメタリックブルー×マットブラック
ブルーミラー×スモーク（裏面マルチ）

フレーム：
 ： ズ ン レ

MEBL

12%

FO-3101 NEW
本体価格 ¥20,000＋税

4835413104894 ： ドーコNAJ

マットガンメタリック×マットガンメタリック×マットブラック
シルバーミラー×スモーク（裏面マルチ）

フレーム：
 ： ズ ン レ

MGMR

90%

23%

FO-0411 NEW
本体価格 ¥20,000＋税

0325413104894 ： ドーコNAJ

グレイ×ライムイエロー×マットグレイ
イエロー（両面クラリテックス）

フレーム：
 ： ズ ン レ

GRY

FO-0001BB NEW
本体価格 ¥18,000＋税

7425413104894 ： ドーコNAJ

マットブラック×マットブラック×マットブラック
スモーク

フレーム：
 ： ズ ン レ

MBK

23%

13%

［ PAT.P ］日本製
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※標準可視光線透過率は、JIS規格に基づいた測定数値を記載しています。※ＳＷＡＮＳサングラスは、家庭用品品質表示法に基づいた『サングラス』および『偏光サングラス』です。
　詳細はＰ06をご覧ください。

SPRINGBOK Weight:26g　
8カーヴ 
フレーム素材：ナイロン

Width:141mm
Height:
41mm

スプリングボック

SPB-0168 GMR

1472413104894 ： ドーコNAJ

本体価格 ¥19,000＋税

マットガンメタリック
偏光ULライトグリーン（両面マルチ）

フレーム：
 ： ズ ン レ

90% 26%

SPB-1701 PAW

2772413104894 ： ドーコNAJ

本体価格 ¥16,500＋税

パールホワイト
レッドシャドーミラー×スモーク

フレーム：
 ： ズ ン レ

24%19%

レンズ交換可能タイプ

レンズ交換可能タイプ

ケース付属

※スペアレンズはP12をご覧ください。

SPB-0001BB

1373413104894 ： ドーコNAJ

本体価格 ¥15,500＋税

マットブラック
スモーク

フレーム：
 ： ズ ン レ

25%

コンパクトサイズ ケース付属
Weight:31g　
8カーヴ 
フレーム素材：ナイロン

ライオン シン コンパクト

Width:147mm
Height:
44mm

Width:137mm
Height:
41mm

スモーク

クリア

LION SIN
日本製

ケース付属
Weight:32g　
8カーヴ 
フレーム素材：ナイロン

ライオン シン

レンズ交換可能タイプ
［ PAT ］

日本製 ［ PAT ］

日本製 ［ PAT ］

※スペアレンズはP12をご覧ください。

※スペアレンズはP12をご覧ください。

LI SIN-C-0001

4963413104894 ： ドーコNAJ

本体価格 ¥13,000＋税

ブラック×ブラック×ブラック
スモーク

フレーム：
 ： ズ ン レ

25%

BK LI SIN-C-0001

7173413104894 ： ドーコNAJ

本体価格 ¥13,000＋税

ダークメタリックブルー×ブラック×ブラック
スモーク

フレーム：
 ： ズ ン レ

25%

MEBL LI SIN-C-0001

0073413104894 ： ドーコNAJ

本体価格 ¥13,000＋税

パールホワイト×ホワイト×ホワイト
スモーク

フレーム：
 ： ズ ン レ

25%

PAW

MBK

日本製

ケース付属
Weight:35g　
6カーヴ 
フレーム素材：ナイロン

Width:149mm
Height:
46mm

ストリックス・アイ

STRIX・I

STRIX・H
ストリックス・エイチ

Width:149mm
Height:
44mm

Weight:29g　
6カーヴ 
フレーム素材：ナイロン

※STRIX・Hのレンズには装着できません。
STRIX UL 本体価格¥2,000＋税

レンズ交換可能タイプ

日本製

ケース付属

STRIX-Iシリーズ アンダーリム

※STRIX・Iのアンダーリムは装着できません。
レンズ交換可能タイプ

29%97%

スモーク

クリア

STRIX H-0066 MBK STRIX H-0151 GMR

8431413104894 ： ドーコNAJ

本体価格 ¥20,000＋税

マットブラック×マットブラック×レッド
調光クリアtoスモーク

フレーム：
 ： ズ ン レ

5337213104894 ： ドーコNAJ

本体価格 ¥19,000＋税

ガンメタリック×ガンメタリック×ブラック
偏光スモーク（両面マルチ）

フレーム：
 ： ズ ン レ

STRIX H-0714

 ： ドーコNAJ  4984013142321

28%

本体価格 ¥16,000＋税

マットホワイト×マットホワイト×ブラック
シルバーミラー×ULアイスブルー

フレーム：
 ： ズ ン レ

STRIX H-0701

 ： ドーコNAJ  4984013142314

14%

本体価格 ¥16,000＋税

コバルトブルー×コバルトブルー×ブラック
シルバーミラー×スモーク

フレーム：
 ： ズ ン レ

29%97%

STRIX I-0151 BK/ GM

1403073104894 ： ドーコNAJ

本体価格 ¥20,000＋税

パールブラック×ガンメタリック×ブラック
偏光スモーク（両面マルチ）

フレーム：
 ： ズ ン レ

0118213104894 ： ドーコNAJ
ブラッドオレンジ OR

7218213104894 ： ドーコNAJ
ライムイエロー LIM

4318213104894 ： ドーコNAJ
マットチタンシルバー MTSIL

1418213104894 ： ドーコNAJ
ブラック BK

14%

STRIX I-0701 OR

1968213104894 ： ドーコNAJ

本体価格 ¥17,000＋税

ブラッドオレンジ×ブラック×ブラック
シルバーミラー×スモーク

フレーム：
 ： ズ ン レ

25%

STRIX I-0001 GMR

3789083104894 ： ドーコNAJ

本体価格 ¥16,000＋税

ガンメタリック×ガンメタリック×ライトグレー
スモーク

フレーム：
 ： ズ ン レ

84%⇔17%

COB MAW

［ PAT ］

［ PAT ］

STRIX I-1701 MBK

4822413104894 ： ドーコNAJ

本体価格 ¥17,000＋税

マットブラック×マットブラック×ブラック
レッドシャドーミラー×スモーク

フレーム：
 ： ズ ン レ

23%

スモーク

クリア

STRIX I-0066 MEBL

7722413104894 ： ドーコNAJ

本体価格 ¥21,000＋税

ダークメタリックブルー×ブラック×ブラック
調光クリアtoスモーク

フレーム：
 ： ズ ン レ

84%⇔17%

28%

STRIX I-0714 PAW

5389083104894 ： ドーコNAJ

本体価格 ¥17,000＋税

パールホワイト×パールホワイト×ネイビー
シルバーミラー×ULアイスブルー

フレーム：
 ： ズ ン レ

STRIX H-0001BB

7863413104894 ： ドーコNAJ

本体価格 ¥15,000＋税

マットブラック×マットブラック×ブラック
スモーク

フレーム：
 ： ズ ン レ

MBK

25%

対応スペアレンズ
品番適合製品 カラーコード カラースペック 価格 標準可視 光 線 透 過率 JANコード

※掲載の金額は本体価格のみとなります。別途消費税が加わります。
※SPRINGBOK、LION SIN、LION SIN CompactのスペアレンズはP12をご参照ください。

L-STRIX I-0151

L-STRIX I-0167

L-STRIX I-3602

L-STRIX I-0412

L-STRIX I-0714

L-STRIX H-0066

L-STRIX H-0151

L-STRIX H-0167

L-STRIX H-3602

L-STRIX H-0412

L-STRIX H-0712

L-STRIX H-0715

L-STRIX H-1701

本体価格 ¥14,000＋税

本体価格 ¥14,000＋税

本体価格 ¥13,000＋税

本体価格 ¥12,000＋税

本体価格 ¥11,000＋税

本体価格 ¥15,000＋税

本体価格 ¥14,000＋税

本体価格 ¥14,000＋税

本体価格 ¥13,000＋税

本体価格 ¥12,000＋税

本体価格 ¥11,000＋税

本体価格 ¥11,000＋税

本体価格 ¥11,000＋税

29%

29%

31%

92%

28%

84％⇔17％

29%

29％

31%

92%

51%

43%

23%

4984013128165

4984013128172

4984013128158

4984013137037

4984013128189

4984013141751

4984013128202

4984013128219

4984013128196

4984013137051

4984013128226

4984013137044

4984013141768

SMK

ICBL

SMSI

CLA

LPRSL

CSK

SMK

ICBL

SMSI

CLA

CL/SL

LICBL

RSHD

STRIX
H

STRIX
I

偏光スモーク（両面マルチ）

偏光ULアイスブルー（両面マルチ）

シルバーミラー×ライトスモーク（両面クラリテックス）

クリア（両面クラリテックス）

偏光スモーク（両面マルチ）

調光クリア to スモーク

偏光ULアイスブルー（両面マルチ）

シルバーミラー×ライトスモーク（両面クラリテックス）

シルバーミラー×クリア

シルバーミラー×ULライトアイスブルー

レッドシャドーミラー×スモーク

クリア（両面クラリテックス）

シルバーミラー×ULアイスブルー

SPB-0151 NEW
本体価格 ¥19,000＋税

8994413104894 ： ドーコNAJ

ダークメタリックブルー×ブラック
偏光スモーク（両面マルチ）

フレーム：
 ： ズ ン レ

MEBL

27%

SPB-0066 NEW
本体価格 ¥20,000＋税

1005413104894 ： ドーコNAJ

マットホワイト×ブラック
調光クリアtoスモーク

フレーム：
 ： ズ ン レ

MAW

SPB-0716 NEW
本体価格 ¥16,500＋税

2925413104894 ： ドーコNAJ

フォレストブルー
シルバーミラー×ULネプチューンパープル

フレーム：
 ： ズ ン レ

FSBL

97%84%⇔17%

LION SIN Compact

※在庫がなくなり次第、終了となります。

※在庫がなくなり次第、終了となります。 ※在庫がなくなり次第、終了となります。 ※在庫がなくなり次第、終了となります。

※在庫がなくなり次第、終了となります。 ※在庫がなくなり次第、終了となります。 ※在庫がなくなり次第、終了となります。

LI SIN-0168 MBK

6352413104894 ： ドーコNAJ

本体価格 ¥19,000＋税

マットブラック×ブラック×ブラック
偏光ULライトグリーン（両面マルチ）

フレーム：
 ： ズ ン レ

90% 26%

スモーク

クリア

3931413104894 ： ドーコNAJ

LI SIN-1701
本体価格 ¥16,500＋税

BK

ブラック×ブラック×ブラック
レッドシャドーミラー×スモーク

フレーム：
 ： ズ ン レ

24%

97% 29%

 ： ドーコNAJ 4984013810022

LI SIN-0151
本体価格 ¥19,000＋税

MGMR

マットガンメタリック×ネイビー×ネイビー
偏光スモーク（両面マルチ）

フレーム：
 ： ズ ン レ

13%

7700183104894 ： ドーコNAJ

LI SIN-0701
本体価格 ¥16,500＋税

BK/R

ブラック×レッド×レッド
シルバーミラー×スモーク

フレーム：
 ： ズ ン レ

28%

0600183104894 ： ドーコNAJ

LI SIN-0714
本体価格 ¥16,500＋税

PAW

パールホワイト×ホワイト×ホワイト
シルバーミラー×ULアイスブルー

フレーム：
 ： ズ ン レ

2631413104894 ： ドーコNAJ

LI SIN-0066
本体価格 ¥20,000＋ 税

CSK

マットクリアスモーク×ブラック×ブラック
調光クリアtoスモーク

フレーム：
 ： ズ ン レ

84%⇔17%

STRIX H-0716 FSBL

5825413104894 ： ドーコNAJ

本体価格 ¥16,000＋税

フォレストブルー×フォレストブルー×グレー
シルバーミラー×ULネプチューンパープル

フレーム：
 ： ズ ン レ

NEW

SPB-0701

4273413104894 ： ドーコNAJ

本体価格 ¥16,500＋税

マットブラック
シルバーミラー×スモーク

フレーム：
 ： ズ ン レ

13%

MBK

SPB-0714 BK

9872413104894 ： ドーコNAJ

本体価格 ¥16,500＋税

ブラック
シルバーミラー×ULアイスブルー

フレーム：
 ： ズ ン レ

28%

23%

5531413104894 ： ドーコNAJ

STRIX H-1701
本体価格 ¥16,000＋税

MBK

マットブラック×マットブラック×ブラック
レッドシャドーミラー×スモーク

フレーム：
 ： ズ ン レ

18%

度付アタッチメント

クラリテックスコート（両面）

マルチコート（両面） 標準可視光線透過率※00%

Fit-P偏光レンズ偏光度00% POLA偏光レンズ偏光度00% ミラーコートウルトラレンズシリーズ UVカットレンズ

度付ダイレクト フォトクロミックレンズ
（調光レンズ）

アイコン説明
マルチコート（両面） マルチコート（裏面）
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er Series
D

F
D

f.pathw
ay

SO
U

 
-C

SO
U

 
LU

N
A

W
ARRIO

R-

17

※標準可視光線透過率は、JIS規格に基づいた測定数値を記載しています。※ＳＷＡＮＳサングラスは、家庭用品品質表示法に基づいた『サングラス』および『偏光サングラス』です。
　詳細はＰ06をご覧ください。

Width:144mm
Height:
46mm

Weight:22g　
10×4.5カーヴ 　
フレーム素材：ナイロン

Width:133mm
Height:
44mm

Width:138mm
Height:
41mm

Width:143mm
Height:
42mm

日本製 ケース付属［ PAT ］

ソウ ツー  

SOU Ⅱ
SOU2-0001BB

8473413104894 ： ドーコNAJ

本体価格 ¥13,000＋税

マットブラック×マットブラック
スモーク

フレーム：
 ： ズ ン レ

17%

MBK

日本製

ケース付属SOU Ⅱ-C
ソウ ツー  シー

Weight:21g　
10×4.5カーヴ　
フレーム素材：ナイロン

［ PAT ］

コンパクトサイズ

13%

0341413104894 ： ドーコNAJ

本体価格 ¥14,000＋税
SOU2C-0701 TUQ

ターコイズブルー×ブラック
シルバーミラー×スモーク

フレーム：
 ： ズ ン レ

※在庫がなくなり次第、終了となります。

36%

SOU2C-0709 BK/P

6947213104894 ： ドーコNAJ

本体価格 ¥14,000＋税

クリアピンク×ブラック
シルバーミラー×ライトピンク

フレーム：
 ： ズ ン レ

※在庫がなくなり次第、終了となります。

SOU2C-0812 W

0932413104894 ： ドーコNAJ

本体価格 ¥14,000＋税

ホワイト×シャンパンゴールド
ゴールドミラー×クリア

フレーム：
 ： ズ ン レ

51%

※在庫がなくなり次第、終了となります。

17%

SOU2C-0001 MBK

2057213104894 ： ドーコNAJ

本体価格 ¥13,000＋税

ブラック×マットブラック
スモーク

フレーム：
 ： ズ ン レ

※在庫がなくなり次第、終了となります。

SOU2C-0714 CSK

6042413104894 ： ドーコNAJ

本体価格 ¥14,000＋税

マットクリアスモーク×マットクリアスモーク
シルバーミラー×ULアイスブルー

フレーム：
 ： ズ ン レ

26%

※在庫がなくなり次第、終了となります。
3241413104894 ： ドーコNAJ

本体価格 ¥14,000＋税

クリアライトパープル×ブラック
シルバーミラー×ULライトアイスブルー

フレーム：
 ： ズ ン レ

SOU2C-0715 BK/PR

43%

※在庫がなくなり次第、終了となります。

LN-0067 BKBL

5267213104894 ： ドーコNAJ

本体価格 ¥15,000＋税

ブラック×クリアブルー
偏光ULアイスブルー

フレーム：
 ： ズ ン レ

28%90%

LN-0051 BK/P

8167213104894 ： ドーコNAJ

本体価格 ¥15,000＋税

ブラック×クリアピンク
偏光スモーク

フレーム：
 ： ズ ン レ

27%97% 40%90% 30 %98%

LN-0005  DMBR

6567213104894 ： ドーコNAJ

本体価格 ¥13,000＋税

デミブラウン
ライトブラウン

フレーム：
 ： ズ ン レ

47%

3667213104894 ： ドーコNAJ

LN-0001
本体価格 ¥13,000＋税

BK

ブラック
スモーク

フレーム：
 ： ズ ン レ

25%

4541413104894 ： ドーコNAJ

LN-0053
本体価格 ¥15,000＋税

BK/PR

ブラック×クリアパープル
偏光ライトスモーク

フレーム：
 ： ズ ン レ

LN-0065 BRBK

1641413104894： ドーコNAJ

本体価格 ¥15,000＋税

ブラック×クリアブラウン
偏光フォクシーブラウン

フレーム：
 ： ズ ン レ

コンパクトサイズLUNA 日本製

ケース付属
Weight:21g　
8カーヴ 
フレーム素材：ナイロン

ルナ

LN-0170

3283413104894 ： ドーコNAJ

本体価格 ¥16,000＋税

デミブラウン
偏光ULローズスモーク（両面マルチ）

フレーム：
 ： ズ ン レ

22%97%

DMBR

日本製

ケース付属
Weight:25g　
8カーヴ 
フレーム素材：ナイロン

ウォーリアー - セブン

WA7-0151 MBK

8952413104894 ： ドーコNAJ

本体価格 ¥13,000＋税

マットブラック
偏光スモーク（両面マルチ）

フレーム：
 ： ズ ン レ

97% 27%

WA7-0168 MBK

1852413104894 ： ドーコNAJ

本体価格 ¥13,000＋税

マットブラック
偏光ULライトグリーン（両面マルチ）

フレーム：
 ： ズ ン レ

90% 26%

WA7-0167 BK

4062413104894 ： ドーコNAJ

本体価格 ¥13,000＋税

ブラック
偏光ULアイスブルー（両面マルチ）

フレーム：
 ： ズ ン レ

90% 29%

WA7-0170

0383413104894 ： ドーコNAJ

本体価格 ¥13,000＋税

マットブラック
偏光ULローズスモーク（両面マルチ）

フレーム：
 ： ズ ン レ

22%97%

WARRIOR-Ⅶ

MBK

90%

WA7-3167 BK

1162413104894 ： ドーコNAJ

本体価格 ¥13,000＋税

ブラック
シルバーミラー×偏光ULアイスブルー（裏面マルチ）

フレーム：
 ： ズ ン レ

12%

97% 25%

PW-1751 CSK

5742413104894 ： ドーコNAJ

本体価格 ¥14,000＋税

クリアスモーク
レッドシャドーミラー×偏光スモーク

フレーム：
 ： ズ ン レ

日本製

ケース付属

ケース付属

Df.pathway
ディーエフ・パスウェイ

Weight:20g　
8カーヴ 
フレーム素材：ナイロン

PW-0053 MBK

6276313104894 ： ドーコNAJ

本体価格 ¥13,000＋税

マットブラック×マットブラック
偏光ライトスモーク

フレーム：
 ： ズ ン レ

40%90%

PW-0065 CBR

3376313104894 ： ドーコNAJ

本体価格 ¥13,000＋税

クリアブラウンハーフ×クリアブラウン
偏光フォクシーブラウン

フレーム：
 ： ズ ン レ

PW-1602 SBLU

8876313104894 ： ドーコNAJ

本体価格 ¥12,000＋税

マットスモーク×クリアブルー
イエローミラー×ライトスモーク

フレーム：
 ： ズ ン レ

PW-0001 SBLU

8186313104894 ： ドーコNAJ

本体価格 ¥11,000＋税

 マットスモーク×クリアブルー
スモーク

フレーム：
 ： ズ ン レ

PW-1002 MBK

4676313104894 ： ドーコNAJ

本体価格 ¥12,000＋税

マットブラック×マットブラック
ブルーミラー×ライトスモーク

フレーム：
 ： ズ ン レ

29%

PW-0167 MBK

2305413104894 ： ドーコNAJ

本体価格 ¥14,000＋税

マットブラック
偏光ULアイスブルー（両面マルチ）

フレーム：
 ： ズ ン レ

PW-0004 BE

2842413104894 ： ドーコNAJ

本体価格 ¥11,000＋税

ベージュクリスタル
ブラウン

フレーム：
 ： ズ ン レ

15%

PW-1051 CLA

8642413104894 ： ドーコNAJ

本体価格 ¥14,000＋税

クリア
ブルーミラー×偏光スモーク

フレーム：
 ： ズ ン レ

97% 15%

PW-0168 BK

4752413104894 ： ドーコNAJ

本体価格 ¥14,000＋税

ブラック
偏光ULライトグリーン（両面マルチ）

フレーム：
 ： ズ ン レ

90% 26%

30%98%27%97%

29%90%

PW-0051 BK

5205413104894 ： ドーコNAJ

本体価格 ¥13,000＋税

グロスブラック
偏光スモーク

フレーム：
 ： ズ ン レ

27%

25%

イーアール・シリーズ

※在庫がなくなり次第、終了となります。 ※在庫がなくなり次第、終了となります。

※在庫がなくなり次第、終了となります。※在庫がなくなり次第、終了となります。

※在庫がなくなり次第、終了となります。※在庫がなくなり次第、終了となります。

日本製

ケース付属
Weight:26g　
8カーヴ 
フレーム素材：ナイロン

ディー エフ

DF
DF-0168 CSK

0552413104894 ： ドーコNAJ

本体価格 ¥14,000＋税

マットクリアスモーク         
×マットブラック×マットクリアスモーク
偏光ULライトグリーン（両面マルチ）

フレーム：

 ： ズ ン レ

90% 26%

DF-0051 MBK

7751413104894 ： ドーコNAJ

本体価格 ¥13,000＋税

マットブラック×マットブラック
×マットブラック
偏光スモーク

フレーム：

 ： ズ ン レ

27%97%

DF-0170

5573413104894 ： ドーコNAJ

本体価格 ¥14,000＋税

マットブラック
×マットブラック×マットブラック
偏光ULローズスモーク（両面マルチ）

フレーム：

 ： ズ ン レ

22%97%

PW-0170

2673413104894 ： ドーコNAJ

本体価格 ¥14,000＋税

マットブラック
偏光ULローズスモーク（両面マルチ）

フレーム：
 ： ズ ン レ

22%97%

ER1-0167

1344413104894 ： ドーコNAJ

本体価格 ¥14,000＋税

デミスモーク×クリアスモーク
偏光ULアイスブルー（両面マルチ）

フレーム：
 ： ズ ン レ

DMSM

29%90%

ER1-0168

8444413104894 ： ドーコNAJ

本体価格 ¥14,000＋税

マットブラック×デミスモーク
偏光ULライトグリーン（両面マルチ）

フレーム：
 ： ズ ン レ

MBK

26%90%

ER1-0170

5544413104894 ： ドーコNAJ

本体価格 ¥14,000＋税

デミブラウン
偏光ULローズスモーク（両面マルチ）

フレーム：
 ： ズ ン レ

DMBR

22%97%

ER2-0167

2644413104894 ： ドーコNAJ

本体価格 ¥14,000＋税

クリアネイビー×マットクリア
偏光ULアイスブルー（両面マルチ）

フレーム：
 ： ズ ン レ

CNAV

29%90%

ER2-0168
本体価格 ¥14,000＋税

ブラック×デミスモーク
偏光ULライトグリーン（両面マルチ）

フレーム：
 ： ズ ン レ

BK

26%90%

ER2-0170

6844413104894 ： ドーコNAJ9744413104894 ： ドーコNAJ

本体価格 ¥14,000＋税

マットクリアグレイ×クリア
偏光ULローズスモーク（両面マルチ）

フレーム：
 ： ズ ン レ

MGRY

22%97%

er Series
Weight:25g　
6カーヴ　
フレーム素材：ナイロン

Weight:24g　
6カーヴ　
フレーム素材：ナイロン

日本製

er-1
ス クエ ア タイプ

er-2
ラウンドタイプ

MBK

MBK

NEW

NEW

Width:141mm
Height:
46mm

Width:140mm
Height:
45mm

Width:149mm
Height:
43mm

Width:141mm
Height:
45mm

4851413104894 ： ドーコNAJ

本体価格 ¥13,000＋税

ブラック×ブラック×クリアブルー
偏光ライトスモーク

フレーム：
 ： ズ ン レ

40%90%

※在庫がなくなり次第、終了となります。

DF-0053 BK

度付アタッチメント

クラリテックスコート（両面）

マルチコート（両面） 標準可視光線透過率※00%

Fit-P偏光レンズ偏光度00% POLA偏光レンズ偏光度00% ミラーコートウルトラレンズシリーズ UVカットレンズ

度付ダイレクト フォトクロミックレンズ
（調光レンズ）

アイコン説明
マルチコート（両面） マルチコート（裏面）
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Airless-W
ave

Airless-M
ove

Airless-Leaf fit
Airless-Beans

19

※標準可視光線透過率は、JIS規格に基づいた測定数値を記載しています。※ＳＷＡＮＳサングラスは、家庭用品品質表示法に基づいた『サングラス』および『偏光サングラス』です。
　詳細はＰ06をご覧ください。

90%

Width:145mm
Height:
37mm

Width:142mm
Height:
37mm

日本製

ケース付属
Weight:16g　
8カーヴ 
フレーム素材：ナイロン

エアレス-リーフフィット

Airless-Leaf fit
日本製

ケース付属Airless-Wave
エアレス-ウェイブ

Weight:15g　
8カーヴ　
フレーム素材：ナイロン

SALF-0714 BK

9942413104894 ： ドーコNAJ

本体価格 ¥11,000＋税

ブラック×ブラック
シルバーミラー×ULアイスブルー

フレーム：
 ： ズ ン レ

28%

SALF-0168 GMR

5362413104894 ： ドーコNAJ

本体価格 ¥13,000＋税

ダークガンメタリック×ライトシルバー
偏光ULライトグリーン（両面マルチ）

フレーム：
 ： ズ ン レ

90% 26%

5841413104894： ドーコNAJ

SALF-0051
本体価格 ¥12,000＋税

GMR

SALF-0053 BK SALF-0067 BK

ダークガンメタリック×ライトシルバー
偏光スモーク

フレーム：
 ： ズ ン レ

8051413104894 ： ドーコNAJ

本体価格 ¥12,000＋税

ブラック×マゼンタ
偏光ライトスモーク

フレーム：
 ： ズ ン レ

5151413104894： ドーコNAJ

本体価格 ¥12,000＋税

ブラック×ブラック
偏光ULアイスブルー

フレーム：
 ： ズ ン レ

SALF-0715 BK

SALF-0712 COP

9351413104894 ： ドーコNAJ

本体価格 ¥11,000＋税

ブラック×ライトシルバー
シルバーミラー×ULライトアイスブルー

フレーム：
 ： ズ ン レ

6451413104894 ： ドーコNAJ

本体価格 ¥11,000＋税

コーラルロゼ×パラジウム
シルバーミラー×クリア

フレーム：
 ： ズ ン レ

SALF-0001 SMK

3551413104894 ： ドーコNAJ

本体価格 ¥10,000＋税

スモーク×デミスモーク
スモーク

フレーム：
 ： ズ ン レ

SALF-0065 SMK

2251413104894 ： ドーコNAJ

本体価格 ¥12,000＋税

ブラック×メタリックブラック
偏光フォクシーブラウン

フレーム：
 ： ズ ン レ

SALF-0005 CPG

0651413104894 ： ドーコNAJ

本体価格 ¥10,000＋税

シャンパンゴールド×カーキブラウン
ライトブラウン

フレーム：
 ： ズ ン レ

8741413104894 ： ドーコNAJ

本体価格 ¥13,000＋税

SA-518 MTSIL

SA-519 MTSIL

SA-501 MTSIL

SA-506 LSIL

マットチタンシルバー
×メタリックネイビー
偏光ライトスモーク

フレーム：

 ： ズ ン レ

1856213104894 ： ドーコNAJ

本体価格 ¥15,000＋税

マットチタンシルバー
×マットブラック
調光クリア to スモーク

フレーム：

 ： ズ ン レ
3429293104894 ： ドーコNAJ

本体価格 ¥13,000＋税

マットチタンシルバー
×マットブラック
偏光スモーク

フレーム：

 ： ズ ン レ

8929293104894 ： ドーコNAJ

本体価格 ¥12,000＋税

ライトシルバー
×ガンメタリック
クリア（両面マルチ）

フレーム：

 ： ズ ン レ
1829293104894 ： ドーコNAJ

本体価格 ¥11,000＋税

マットチタンシルバー
×マットブラック
シルバーミラー×スモーク

フレーム：

 ： ズ ン レ

9016893104894 ： ドーコNAJ

本体価格 ¥11,000＋税

マットチタンシルバー
×パールホワイト
シルバーミラー×クリア

フレーム：

 ： ズ ン レ

SA-517 MTSIL

4800183104894 ： ドーコNAJ

本体価格 ¥12,000＋税

マットチタンシルバー
×マットブラック
イエロー（両面マルチ）

フレーム：

 ： ズ ン レ

SA-516 CPGSA-512 PAW

SA-505 MTSIL

0755883104894 ： ドーコNAJ

本体価格 ¥11,000＋税

マットシャンパンゴールド
×マットガンメタリック
シルバーミラー×ULアイスブルー

フレーム：

 ： ズ ン レ

27%97%

19% 47%

40%90% 30%98%

スモーク クリア

13%

45%

84%⇔17%

96% 96%

28%
43%

28%90% 45%

27%97%

40%90%

9773413104894 ： ドーコNAJ

SALF-0170
本体価格 ¥13,000＋税

スモーク×デミスモーク
偏光ULローズスモーク（両面マルチ）

フレーム：
 ： ズ ン レ

SMK

22%97%

6873413104894 ： ドーコNAJ

SALF-0767
本体価格 ¥13,000＋税

マットガンメタリック×ダークガンメタリックブルー
シルバーミラー×偏光ULアイスブルー

フレーム：
 ： ズ ン レ

BLGM

12%

SA-520

7483413104894 ： ドーコNAJ

本体価格 ¥14,000＋税

マットシャンパンゴールド
×マットガンメタ
偏光ULローズスモーク（両面マルチ）

フレーム：

 ： ズ ン レ

CPG

22%97%

SA-521

4583413104894 ： ドーコNAJ

本体価格 ¥14,000＋税

ライトシルバー×ガンメタリック
シルバーミラー
×偏光ULアイスブルー

フレーム：
 ： ズ ン レ

12%90%

LSIL

Airless-Move Weight:17g　
8カーヴ 
フレーム素材：ナイロン

Width:140mm
Height:
40mm

エアレス-ムーブ

SAMV-0751 MBK

6662413104894 ： ドーコNAJ

本体価格 ¥11,000＋税

マットブラック
シルバーミラー×偏光スモーク

フレーム：
 ： ズ ン レ

12%97%

SAMV-1051 GMR

3762413104894 ： ドーコNAJ

本体価格 ¥11,000＋税

マットガンメタリック
ブルーミラー×偏光スモーク

フレーム：
 ： ズ ン レ

97% 15%

SAMV-0065 DMBR

7962413104894 ： ドーコNAJ

本体価格 ¥9,500＋税

デミブラウン
偏光フォクシーブラウン

フレーム：
 ： ズ ン レ

98% 30%

日本製

ケース付属

SAMV-0051 PBK

0862413104894 ： ドーコNAJ

本体価格 ¥9,500＋税

パールブラック
偏光スモーク

フレーム：
 ： ズ ン レ

97% 27%

SAMV-0714 CSK

3072413104894 ： ドーコNAJ

本体価格 ¥9,500＋税

クリアスモーク
シルバーミラー×ULアイスブルー

フレーム：
 ： ズ ン レ

28%

Airless-Beans
日本製

ケース付属
Weight:16g　
8カーヴ　
フレーム素材：ナイロン

Width:140mm
Height:
40mm

エアレス-ビーンズ

4525413104894 ： ドーコNAJ

本体価格 ¥13,000＋税
SABE-0053 DMSM2

SABE-0709 BK/P

デミスモーク2
偏光ライトスモーク

フレーム：
 ： ズ ン レ

7714883104894 ： ドーコNAJ

本体価格 ¥11,000＋税

ブラック×マゼンタ
シルバーミラー×ライトピンク

フレーム：
 ： ズ ン レ

36%

40%90%

SABE-0066 DMSM2

8402413104894 ： ドーコNAJ

本体価格 ¥15,000＋税

デミスモーク２
調光クリアtoスモーク

フレーム：
 ： ズ ン レ

スモーク クリア

84%⇔17%

1625413104894 ： ドーコNAJ

本体価格 ¥11,000＋税

デミブラウン2
シルバーミラー×クリア

フレーム：
 ： ズ ン レ

SABE-0712 DMBR2

45%

NEW

NEW

8725413104894 ： ドーコNAJ

本体価格 ¥14,000＋税

デミブラウン2
偏光ULローズスモーク（両面マルチ）

フレーム：
 ： ズ ン レ

SABE-0170 DMBR2 NEW

22%97%

SABE-0051 BK

5666313104894 ： ドーコNAJ

本体価格 ¥13,000＋税

ブラック
偏光スモーク

フレーム：
 ： ズ ン レ

27%97%

度付アタッチメント

クラリテックスコート（両面）

マルチコート（両面） 標準可視光線透過率※00%

Fit-P偏光レンズ偏光度00% POLA偏光レンズ偏光度00% ミラーコートウルトラレンズシリーズ UVカットレンズ

度付ダイレクト フォトクロミックレンズ
（調光レンズ）

アイコン説明
マルチコート（両面） マルチコート（裏面）
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OG4-0051 SCLA

9113493104894 ： ドーコNAJ

本体価格 ¥10,000＋税

クリアスモーク
 偏光スモーク

フレーム：
 ： ズ ン レ

27%97%

日本製

日本製

布袋付属

Kids Glasses

KG1-0702 TI/R

4027993104894 ： ドーコNAJ

本体価格 ¥6,800＋税

チタンレッド
シルバーミラー×ライトスモーク

フレーム：
 ： ズ ン レ

KG1-0002 MGMR

4986313104894 ： ドーコNAJ

本体価格 ¥5,800＋税

マットガンメタリック
ライトスモーク

フレーム：
 ： ズ ン レ

KG1-0005 PBK

0096313104894 ： ドーコNAJ

本体価格 ¥5,800＋税

パールブラック
ライトブラウン

フレーム：
 ： ズ ン レ

Weight:19g　6カーヴ　フレーム素材：ナイロンKG-1

KG2-0053 MBK

1396313104894 ： ドーコNAJ

本体価格 ¥6,800＋税

マットブラック
偏光ライトスモーク

フレーム：
 ： ズ ン レ

8496313104894 ： ドーコNAJ

KG2-0002 MEBL

7196313104894 ： ドーコNAJ

本体価格 ¥5,800＋税

ダークメタリックブルー
ライトスモーク

フレーム：
 ： ズ ン レ

KG2-0005 DMBR

4296313104894 ： ドーコNAJ

本体価格 ¥5,800＋税

デミブラウン
ライトブラウン

フレーム：
 ： ズ ン レ

Weight:20g　6カーヴ　フレーム素材：ナイロンKG-2

子供向け

25%

90% 40%

KG2-0702 PBK
本体価格 ¥6,800＋税

パールブラック
シルバーミラー×ライトスモーク

フレーム：
 ： ズ ン レ

25% 50% 47%

50% 47%

Over Glasses

6903493104894 ： ドーコNAJ0172413104894 ： ドーコNAJ

Width:135mm（内寸）
Height:
39mm

（内寸）Weight:35g　6カーヴ 　フレーム素材：ナイロンOG-4

Weight:38g　6カーヴ 　フレーム素材：ポリカーボネート+ナイロンOG-5

OG4-0751 SCLA
本体価格 ¥11,000＋税

クリアスモーク
シルバーミラー×偏光スモーク

フレーム：
 ： ズ ン レ

97% 12%

フルリム タイプ

ハ ーフリム タイプ

ハーフリムタイプ OG-5

フルリムタイプ OG-4

布袋付属

OG5-0051 SCLA

7956313104894 ： ドーコNAJ

本体価格 ¥10,000＋税

クリアスモーク
偏光スモーク

フレーム：
 ： ズ ン レ

OG5-0065 BRCL

3066313104894 ： ドーコNAJ

本体価格 ¥10,000＋税

クリアブラウン
偏光フォクシーブラウン

フレーム：
 ： ズ ン レ

97% 27% 98% 30%

OG5-0751 DMBR

5052413104894 ： ドーコNAJ

本体価格 ¥11,000＋税

デミブラウン
シルバーミラー×偏光スモーク

フレーム：
 ： ズ ン レ

97%97% 12%

OG4-0168 MBK
本体価格 ¥11,000＋税

マットブラック
偏光ULライトグリーン（両面マルチ）

フレーム：
 ： ズ ン レ

26%90%

OG4-0170

1683413104894 ： ドーコNAJ

本体価格 ¥11,000＋税

クリアスモーク
偏光ULローズスモーク（両面マルチ）

フレーム：
 ： ズ ン レ

SCLA

22%97%

日本製
クリップ オン

Clip On

CP-1000P PICBL

7094213104894 ： ドーコNAJ

本体価格 ¥5,000＋税

偏光ULアイスブルー ： ズ ン レ

Weight:16g　6カーヴ 　レンズ素材：ポリカーボネートClip On（FIT）
Width:128mm

（片眼：58mm）

Height:
44mm

90% 23%

フリップアップ機能により、簡単に跳ね上げることができます。
※眼鏡フレームは、付属していません。

90%

CP-1000P LGRN

1782413104894 ： ドーコNAJ

本体価格 ¥5,000＋税

偏光ULライトグリーン ： ズ ン レ
26%

CP-1000N ICBL

4194213104894 ： ドーコNAJ

本体価格 ¥4,000＋税

ULアイスブルー ： ズ ン レ
53%

CP-1000P

6183413104894 ： ドーコNAJ

本体価格 ¥5,000＋税

偏光ULローズスモーク ： ズ ン レ
97%

PROSK

22%

Width:134mm
Height:
33mm

Width:134mm
Height:
33mm

Width:135mm（内寸）
Height:
40mm

（内寸）

OG4-0058 BRCL

6213493104894 ： ドーコNAJ

本体価格 ¥10,000＋税

クリアブラウン
偏光トライブロッカーレッドライン

フレーム：
 ： ズ ン レ

17%98%

OG5-0170 NEW
本体価格 ¥11,000＋税

 0015413104894： ドーコNAJ

クリアスモーク
偏光ULローズスモーク（両面マルチ）

フレーム：
 ： ズ ン レ

SCLA

22%

※標準可視光線透過率は、JIS規格に基づいた測定数値を記載しています。※ＳＷＡＮＳサングラスは、家庭用品品質表示法に基づいた『サングラス』および『偏光サングラス』です。
　詳細はＰ06をご覧ください。

SCP-2 本体価格 ¥4,800＋税
偏光ライトブラウン２
偏光ライトスモーク２
偏光スモーク２
偏光ブラウン２

 ： ズ ン レ

レンズ素材：トリアセテートはね上げタイプ

品番 カラー レンズカラー JANコード

SCP-2

SCP-3

SCP-4

SCP-5

SCP-21

SCP-22

SCP-23

4984013995934 
4984013995941 
4984013995927 
4984013995958
4984013995972 
4984013995989 
4984013995965 
4984013995996
4984013996016 
4984013996023 
4984013996009 
4984013996030
4984013996054 
4984013996061 
4984013996047 
4984013996078
4984013143229 
4984013143878
4984013145049
4984013145056
4984013143236 
4984013143885
4984013145063 
4984013145070
4984013143892
4984013143908 
4984013145087
4984013145094

偏光スモーク2
偏光ブラウン2
偏光ライトスモーク2
偏光ライトブラウン2
偏光スモーク2
偏光ブラウン2
偏光ライトスモーク2
偏光ライトブラウン2
偏光スモーク2
偏光ブラウン2
偏光ライトスモーク2
偏光ライトブラウン2
偏光スモーク2
偏光ブラウン2
偏光ライトスモーク2
偏光ライトブラウン2
偏光スモーク
偏光ブラウン
偏光ライトスモーク
偏光ライトブラウン
偏光スモーク
偏光ブラウン
偏光ライトスモーク
偏光ライトブラウン
偏光スモーク
偏光ブラウン
偏光ライトスモーク
偏光ライトブラウン

SMK2
BR2
LSMK2
LBR2
SMK2
BR2
LSMK2
LBR2
SMK2
BR2
LSMK2
LBR2
SMK2
BR2
LSMK2
LBR2
SMK
BR
LSMK
LBR
SMK
BR
LSMK
LBR
SMK
BR
LSMK
LBR

（写真は偏光ブラウン2）  Weight:6g

SCP-3 本体価格 ¥4,800＋税
偏光ライトブラウン２
偏光ライトスモーク２
偏光スモーク２
偏光ブラウン２

 ： ズ ン レ
（写真は偏光ライトスモーク2）  Weight:6g

SCP-4 本体価格 ¥4,800＋税
偏光ライトブラウン２
偏光ライトスモーク２
偏光スモーク２
偏光ブラウン２

 ： ズ ン レ
（写真は偏光ライトブラウン2）  Weight:7g

SCP-5 本体価格 ¥4,800＋税
偏光ライトブラウン２
偏光ライトスモーク２
偏光スモーク２
偏光ブラウン２

 ： ズ ン レ
（写真は偏光スモーク2）  Weight:7g

SCP-21 本体価格 ¥2,800＋税
偏光スモーク
偏光ブラウン
偏光ライトスモーク
偏光ライトブラウン

 ： ズ ン レ

（写真は偏光スモーク）  Weight:9g

SCP-22 本体価格 ¥2,800＋税
偏光スモーク
偏光ブラウン
偏光ライトスモーク
偏光ライトブラウン

 ： ズ ン レ

（写真は偏光スモーク）  Weight:8g

SCP-23 本体価格 ¥2,800＋税
偏光スモーク
偏光ブラウン
偏光ライトスモーク
偏光ライトブラウン

 ： ズ ン レ

（写真は偏光ブラウン）  Weight:8g

Clip On LENS 
COLOR VARIATION

18%95%
偏光スモーク２

SMK2

偏光ライトスモーク２
LSMK2 33%95%

偏光ブラウン２
BR2 22%95%

偏光ライトブラウン2
LBR2 33%95%

NEW

NEW

偏光ブラウン
BR 22%95%

偏光ライトスモーク
LSMK

偏光ライトブラウン
LBR

偏光スモーク
SMK 19%99%

Width:124mm（片眼：55mm）
Height:
39mm

Width:130mm（片眼：58mm）
Height:
42mm

Width:120mm（片眼：60mm）
Height:
47mm

Width:121mm（片眼：54mm）
Height:
39mm

Width:130mm（片眼：60mm）
Height:
47mm

Width:130mm（片眼：60mm）
Height:
39mm

Width:133mm（片眼：59mm）
Height:
42mm

30%95%

30%95%

CP-1000M TRR

9085783104894 ： ドーコNAJ

本体価格 ¥5,000＋税

シルバーミラー×偏光トライブロッカーレッドライン ： ズ ン レ
8%

※在庫がなくなり次第、終了となります。

90%

度付アタッチメント

クラリテックスコート（両面）

マルチコート（両面） 標準可視光線透過率※00%

Fit-P偏光レンズ偏光度00% POLA偏光レンズ偏光度00% ミラーコートウルトラレンズシリーズ UVカットレンズ

度付ダイレクト フォトクロミックレンズ
（調光レンズ）

アイコン説明
マルチコート（両面） マルチコート（裏面）
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※標準可視光線透過率は、JIS規格に基づいた測定数値を記載しています。※ＳＷＡＮＳサングラスは、家庭用品品質表示法に基づいた『サングラス』および『偏光サングラス』です。
　詳細はＰ06をご覧ください。

SPO
RTS O

PTIC Series
SW

F-610/FO
U

R-C-DL

SPO
RTS O

PTIC Series
SW

F-900-DL-CP/SW
F-900-DL/SW

F-U
P2-DL

Width:144mm
Height:
37mm

Width:138mm
Height:
35mm

Width:136mm
Height:
35mm

Width:136mm
Height:
36 mm

日本製スポーツ オプティック シリーズ

Weight:18g　54□18-126　4 カーヴ　フレーム素材：ナイロンSWF-610
SPORTS OPTIC Series

ケース付属

度付対応可能

3585883104894 ： ドーコNAJ

SWF-610
本体価格 ¥12,000＋税

SMK

クリアスモークフレーム：

デモレンズ仕様

6485883104894 ： ドーコNAJ

SWF-610
本体価格 ¥12,000＋税

BR

クリアブラウンフレーム：

デモレンズ仕様

1675883104894 ： ドーコNAJ

SWF-610
本体価格 ¥12,000＋税

DPBK

ディープブラックフレーム：

デモレンズ仕様

Weight:30g　53□17-138　フレーム：4カーヴ　クリップオン：6カーヴ 　
フレーム素材：チタニウム　クリップオン素材：ナイロン+ポリエステルSWF-900-DL-CP ケース付属

7797213104894 ： ドーコNAJ

SWF900-0000CP
本体価格 ¥28,000＋税

MBK

マットブラック
×マットブラック

偏光スモーク

フレーム：

クリップオンレンズ： 

デモレンズ仕様

3597213104894 ： ドーコNAJ

SWF900-0000CP
本体価格 ¥28,000＋税

SIL

マットシルバー
×シャイニーシルバー

偏光スモーク

フレーム：

クリップオンレンズ： 

デモレンズ仕様

0697213104894 ： ドーコNAJ

SWF900-0000CP
本体価格 ¥28,000＋税

GMR MSIL

マットガンメタリック
×マットガンメタリック

偏光スモーク

フレーム：

クリップオンレンズ： 

デモレンズ仕様

4897213104894 ： ドーコNAJ

SWF900-0000CP
本体価格 ¥28,000＋税

マットシルバー
×マットシルバー

偏光スモーク

フレーム：

クリップオンレンズ： 

デモレンズ仕様

27%97%

クリップオンは取り外し可能

はね上げ機能付き

レンズ：偏光スモーク

27%97% 27%97% 27%97%

Weight:20g　55□17-135　4カーヴ　フレーム素材：チタニウム ケース付属SWF-UP2-DLSWF-UP2-DL

7049213104894 ： ドーコNAJ

SWFU2-0000
本体価格 ¥21,000＋税

MSIL

マットシルバーフレーム：

デモレンズ仕様

1939213104894 ： ドーコNAJ

SWFU2-0000
本体価格 ¥21,000＋税

MBK

マットブラックフレーム：

デモレンズ仕様

4149213104894 ： ドーコNAJ

SWFU2-0000
本体価格 ¥21,000＋税

CROM

クロムシルバーフレーム：

デモレンズ仕様

ズレを防止する
ラバーを装備

フリップアップ機能により
不要時は簡単に
はね上げることができます

ホールド性を高める
軽量チタンフレーム

Weight:18g　53□17-138　4カーヴ　フレーム素材：チタニウムSWF-900-DL ケース付属

日本製スポーツ オプティック シリーズ

SPORTS OPTIC Series 度付対応可能

1249213104894 ： ドーコNAJ

SWF900-0000
本体価格 ¥19,500＋税

マットシルバー×シャイニーシルバーフレーム： 

デモレンズ仕様

SIL

8349213104894 ： ドーコNAJ

SWF900-0000
本体価格 ¥19,500＋税

マットガンメタリック×マットガンメタリックフレーム： 

デモレンズ仕様

GMR

5449213104894 ： ドーコNAJ

SWF900-0000
本体価格 ¥19,500＋税

マットブラック×マットブラックフレーム： 

デモレンズ仕様

MBK

2549213104894 ： ドーコNAJ

SWF900-0000
本体価格 ¥19,500＋税

マットシルバー×マットシルバーフレーム： 

デモレンズ仕様

MSIL

※在庫がなくなり次第終了となります。 ※在庫がなくなり次第終了となります。 ※在庫がなくなり次第終了となります。

※在庫がなくなり次第終了となります。 ※在庫がなくなり次第終了となります。 ※在庫がなくなり次第終了となります。 ※在庫がなくなり次第終了となります。

※在庫がなくなり次第終了となります。 ※在庫がなくなり次第終了となります。 ※在庫がなくなり次第終了となります。 ※在庫がなくなり次第終了となります。

Width:143mm
Height:
41mmケース付属Weight:27g　55□21　4 カーヴ

フレーム素材：ナイロン＋チタニウムFOUR-C-DL

3709593104894 ： ドーコNAJ

FCOP-0000
本体価格 ¥19,000＋税

MBK

マットブラック×ブラック
マットブラック

フレーム：
アタッチメントフレーム：

デモレンズ仕様

 ： ドーコNAJ 4984013141669

FCOP-0000
本体価格 ¥19,000＋税

MOLV

マットオリーブ×ブラック
マットブラック

フレーム：
アタッチメントフレーム：

デモレンズ仕様

2561413104894 ： ドーコNAJ

FCOP-0000
本体価格 ¥19,000＋税

MNV

マットネイビー×ブラック
マットブラック

フレーム：
アタッチメントフレーム：

デモレンズ仕様

0119593104894 ： ドーコNAJ

FCOP-0000
本体価格 ¥19,000＋税

MGMR

マットブラック
マットガンメタリック×ブラックフレーム：

アタッチメントフレーム：

デモレンズ仕様 デモレンズ仕様

7219593104894 ： ドーコNAJ

FCOP-0000
本体価格 ¥19,000＋税

GRBK

ブラック × ブラック
マットブラック

フレーム：
アタッチメントフレーム：

デモレンズ仕様

BK/Y

 0809593104894 ： ドーコNAJ

FCOP-0000
本体価格 ¥19,000＋税

 マットブラック
マットブラック×イエローフレーム：

アタッチメントフレーム：

0312413104894 ： ドーコNAJ

FCOP-0000
本体価格 ¥19,000＋税

BK/EM

デモレンズ仕様

ブラックハーフ×クリアエメラルド
マットブラック

フレーム：
アタッチメントフレーム：

7412413104894 ： ドーコNAJ

FCOP-0000
本体価格 ¥19,000＋税

CSK

デモレンズ仕様

マットクリアスモーク
マットブラック

フレーム：
アタッチメントフレーム：

※在庫がなくなり次第終了となります。 ※在庫がなくなり次第終了となります。

フードパーツ
風の巻き込みを抑えるサイドフードセット付属

サスペンション構造テンプル
テンプルの内面はサスペンション構造で、
ほどよいホールド感で頭部にフィット。

度付アタッチメント

クラリテックスコート（両面）

マルチコート（両面） 標準可視光線透過率※00%

Fit-P偏光レンズ偏光度00% POLA偏光レンズ偏光度00% ミラーコートウルトラレンズシリーズ UVカットレンズ

度付ダイレクト フォトクロミックレンズ
（調光レンズ）

アイコン説明
マルチコート（両面） マルチコート（裏面）
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※標準可視光線透過率は、JIS規格に基づいた測定数値を記載しています。

Accessories

GDX-001/GDS-001/SVS-600N
/SVS-700N

Width:130mm
Height:
48mm

Width:116mm
Height:
41mm

Width:131mm
Height:
44mm

Width:123mm
Height:
43mm

Weight:50g　製作範囲PD：51～76mm（48□16）　レンズカーヴ 6カーヴ　　
フレーム素材：ナイロン+ポリエステル+シリコーンSVS-700N

2579883104894 ： ドーコNAJ

SVS-700N
本体価格 ¥15,000＋税

BLK

ブラック
ペトロイドデモレンズ

フレーム：
 ： ズ ン レ

（エスブイエス シリーズ）

フェイスパッド着脱可能

日本製

0135883104894 ： ドーコNAJ

SVS-700N
本体価格 ¥15,000＋税

W

ホワイト
ペトロイドデモレンズ

フレーム：
 ： ズ ン レ

フェイスパッド着脱可能

8772493104894 ： ドーコNAJ

本体価格 ¥15,000＋税
SVS-700N CLSM

クリアスモーク
ペトロイドデモレンズ

フレーム：
 ： ズ ン レ

フェイスパッド着脱可能

Weight:51g　製作範囲PD：54～76mm（50□16）　レンズカーヴ 6カーヴ　
フレーム素材：ナイロン＋ポリエステル＋シリコーンSVS-600N

1985883104894 ： ドーコNAJ

SVS-600N
本体価格 ¥15,000＋税

BLK

ブラック
ペトロイドデモレンズ

フレーム：
 ： ズ ン レ

フェイスパッド着脱可能

7095883104894 ： ドーコNAJ

SVS-600N
本体価格 ¥15,000＋税

W

ホワイト
ペトロイドデモレンズ

フレーム：
 ： ズ ン レ

フェイスパッド着脱可能

8395883104894 ： ドーコNAJ

本体価格 ¥15,000＋税
SVS-600N CLSM

クリアスモーク
ペトロイドデモレンズ

フレーム：
 ： ズ ン レ

フェイスパッド着脱可能

6282413104894 ： ドーコNAJ

SVS-700N
本体価格 ¥15,000＋税

NAV

ネイビー
ペトロイドデモレンズ

フレーム：
 ： ズ ン レ

フェイスパッド着脱可能

小学校高学年～

小学校低学年～

（ガーディアンシリーズ）

GUARDIAN-X

ケース付属

ケース付属

GDX-001
大人向け Weight:58g　製作範囲 PD：60 ～ 76mm (57□19）　レンズカーヴ4カーヴ　

フレーム素材：ポリエステル＋エラストマーケース付属［ PAT.P ］

GUARDIAN-S

GDS-001

度付対応可能
公益財団法人日本学校保健会推薦

日本製

日本製

度付対応可能
公益財団法人日本学校保健会推薦

スペアパーツ

SVS-600N・700N専用
サイドクッションゴム（1個）

クッラブ ： ーラカ

SVSサイドクッションゴム   
本体価格 ¥250＋税

SVS-600N・700N・GDX-001専用
ベルトストッパーゴム（片側）

クッラブ ： ーラカ

SVS・ベルトストッパーゴム
本体価格 ¥250＋税

SVS-700NP    
本体価格 ¥5,000＋税
SVS-600N・700N専用フェイスパッド

トイワホ、クッラブ ： ーラカ

9182413104894 ： ドーコNAJ

SVS-600N
本体価格 ¥15,000＋税

NAV

ネイビー不透明
ペトロイドデモレンズ

フレーム：
 ： ズ ン レ

フェイスパッド着脱可能

GD-001・GDS-001専用
※GDX-001は下記のSVS・
　スペアベルトをご使用ください。

ービイネ、クッラブ ： ーラカ
　　　

本体価格 ¥2,000＋税

GUARDIAN専用スペアベルト
GD-001SB 

SVS-700N・SVS-600N
GDX-001専用スペアベルト

ービイネ、クッラブ ： ーラカ

SVS・スペアベルト    
本体価格 ¥2,000＋税

抗菌フェイスパッド

抗菌フェイスパッド

GDX-001 BK

0482413104894 ： ドーコNAJ

本体価格 ¥15,000＋税

ブラック×ブラック
ペトロイドデモレンズ

フレーム：
 ： ズ ン レ

GDX-001 CLA

7582413104894 ： ドーコNAJ

本体価格 ¥15,000＋税

クリア×ブラック
ペトロイドデモレンズ

フレーム：
 ： ズ ン レ

GDS-001 CLA

 3382413104894 ： ドーコNAJ

本体価格 ¥15,000＋税

クリア×ブラック
ペトロイドデモレンズ

フレーム：
 ： ズ ン レ

Weight:46g　製作範囲 PD：51～76mm（50□17）　レンズカーヴ4カーヴ　
フレーム素材：ポリエステル＋エラストマー小学生向け ケース付属

［ PAT.P ］

3973413104894 ： ドーコNAJ

本体価格 ¥15,000＋税

ソリッドブラック×ブラック
ペトロイドデモレンズ

フレーム：
 ： ズ ン レ

BKGDS-001
本体価格 ¥15,000＋税

レッド×ブラック×レッド
ペトロイドデモレンズ

フレーム：
 ： ズ ン レ

RGDS-001

 4244413104894 ： ドーコNAJ 9083413104894 ： ドーコNAJ

本体価格 ¥15,000＋税

ネイビー×ネイビー
ペトロイドデモレンズ

フレーム：
 ： ズ ン レ

NAVGDS-001

（抗菌クッション採用）

（抗菌クッション採用）

Eye Guard（SVS Series）

Eye Guard（GUARDIAN Series）
アクセサリー

Accessories

※FACEONE・アイガード・オーバーグラス対応不可
※カラビナ付

繊維断面図

超極細繊維ベリーマXを使用したワイピングクロスです。くさび状断面
形状で、小さなホコリや油汚れも取り、親水性のナイロン素材と親油
性のポリエステル素材が、水性から油性までのあらゆる汚れに優れた
拭浄性を発揮します。

ベリーマＸはKBセーレン
株式会社の登録商標です。使用

素材製造販売元

6693493104894 ： ドーコNAJ

A-207

本体価格 ¥1,500＋税

PIN

ブラック×ピンク ： スーケドーハミセ

中国製

※FACEONE・アイガード・オーバーグラス対応不可
※カラビナ付

3793493104894 ： ドーコNAJ

A-207

本体価格 ¥1,500＋税

BL

ブラック×ブルー ： スーケドーハミセ

中国製

※対応品番：L-SPB、L-LI SIN、L-LI SIN-C
3113413104894 ： ドーコNAJ

A-211

本体価格 ¥1,000＋税

GRY

イレグ ： ーラカ

中国製

5445413104894 ： ドーコNAJ

A-214

本体価格 ¥2,000＋税

BK
中国製

ブラック ： スーケドーハミセ

8202693104894 ： ドーコNAJ

A-50

本体価格 ¥1,200＋税
レンズクリーナー

）枚02（箱1 ： 位単注発
03 ： ズイサ 0m／m × 300m／m

日本製

2807313104894 ： ドーコNAJ

A-52

本体価格 ¥500＋税
レンズクリーナー

ドッレ×クッラブ： －ラカ
 ： 位単注発 10枚
051 ： ズイサ m／m × 175m／m

韓国製

3400223104894 ： ドーコNAJ

A-21

本体価格 ¥800＋税
スポーツベルトＤＸ

）ヶ42（箱1 ： 位単注発
012短最 ： ズイサ m／m～最長260m／m

日本製

5018693104894 ： ドーコNAJ

A-51

本体価格 ¥900＋税
SWANSアイガード・サングラス用
くもり止めスプレー

　lm61 ： 量容
）ヶ01（箱1 ： 位単注発

日本製

1918393104894 ： ドーコNAJ

A-49

本体価格 ¥1,800＋税
レンズ撥水スプレー

　lm01 ： 量容
）ヶ6（箱1 ： 位単注発

日本製

（B  L）JAN 7634693104894 ： ドーコ
0534693104894 ： ドーコNAJ）K  B（
4734693104894 ： ドーコNAJ）NIW（

A-63

本体価格 ¥1,000＋税
SWANSスポーツバンド

ールブ、ドッレンイワ、クッラブ ： ーラカ
本21色各 ： 位単注発

081短最 ： ズイサ m／m～最長230m／m

日本製

※FACEONE・アイガード・オーバーグラス対応不可
※カラビナは付いていません

9678213104894 ： ドーコNAJ

A-210

本体価格 ¥1,400＋税

BK

ブラック ： スーケドーハミセ

中国製

サングラスケース

スペアレンズケース アイガード・オーバーグラス  ケース

メガネストラップ

レンズクリーナーくもり止めスプレー レンズ撥水スプレー

（S）JAN 0767213104894 ： ドーコ
7867213104894 ： ドーコNAJ）M（
4967213104894 ： ドーコNAJ）L（

A-64

本体価格 ¥1,000＋税
ワイヤースポーツバンド

クッラブ ： ーラカ
01（箱1 ： 位単注発  ヶ）

L、M、S ： ズイサ

中国製

BK/R

※ＳＷＡＮＳサングラスは、家庭用品品質表示法に基づいた『サングラス』および『偏光サングラス』です。
　詳細はＰ06をご覧ください。

2972493104894 ： ドーコNAJ

SVS-700N
本体価格 ¥15,000＋税

CLPK

クリアピンク
ペトロイドデモレンズ

フレーム：
 ： ズ ン レ

フェイスパッド着脱可能

※在庫がなくなり次第、終了となります。

※在庫がなくなり次第、終了となります。

CLPK

4195883104894 ： ドーコNAJ

SVS-600N
本体価格 ¥15,000＋税

クリアピンク
ペトロイドデモレンズ

フレーム：
 ： ズ ン レ

フェイスパッド着脱可能

※在庫がなくなり次第、終了となります。

NEW

度付アタッチメント

クラリテックスコート（両面）

マルチコート（両面） 標準可視光線透過率※00%

Fit-P偏光レンズ偏光度00% POLA偏光レンズ偏光度00% ミラーコートウルトラレンズシリーズ UVカットレンズ

度付ダイレクト フォトクロミックレンズ
（調光レンズ）

アイコン説明
マルチコート（両面） マルチコート（裏面）
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度付ペトロイドRXレンズ
Ⓡ

眼から多くの情報を得るスポーツにおいて、常にクリアでベストな視界を確保することは不可欠の要素です。
安全なレンズ、安全なフレームを追求したSWANSは、様々なスポーツシーンに欠かせないアイウェアを提供します。

安全なレンズ+安全なフレーム＝ベストな視界

SWANSのアイウェアに採用されている、極めて高い安全性と優れた光学性能を併せ持つペトロイド
レンズ。このペトロイドレンズに度付レンズが登場しました。（屈折率：1.59）眼への様々な危険が存在
するスポーツシーンで、眼鏡を使用する方にも安全で快適な視界を提供します。

ス ポ ー ツ 用 度 付 レンズ「 ペトロ イドR X 」登 場

ペトロイドレンズ 一般プラスチックレンズ 強化ガラス

安全なレンズ

※「ペトロイドＲＸレンズ」と併せてお使いいただくことで、より高い安全性、快適性を発揮します。

SWANSは度付レンズを装着することのできるフレームを多数用意しています。眼鏡の使用
者にとってスポーツシーンでは様々な危険が想定されます。眼を護るという観点から、度付
に対応するフレームのデザイン・設計を行っています。

度 付 レンズ に 対 応 する S W A N S の アイウェア

安全なフレーム

※試験条件：250gの鋼球を1.3mの高さから自由落下。

SPORTS OPTICシリーズ
度付製作範囲表
製作可能PD:54～76mm　対象品番:P31参照

（レンズ材質:ポリカーボネート）

対象品番:P27参照
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アイガード 度付製作範囲表

■ S P O R TS  O P T I C シリーズ 度 付プライスリスト

フレーム品番
（フレーム価格）

SWF-610（デモレンズ仕様） クリアレンズ（¥20,000＋税）

レンズカラー

コーティング

偏光レンズ（¥26,000＋税）
クリアレンズ（¥20,000＋税）
偏光レンズ（¥26,000＋税）

クリアレンズ（¥20,000＋税）
偏光レンズ（¥26,000＋税）

￥12,000＋税

SWF-900-DL（デモレンズ仕様）
¥19,500＋税

SWF-UP2-DL（デモレンズ仕様）
¥21,000＋税

ハードコート（標準装備）
マルチコーティング（¥6,000＋税） マルチコーティング（¥6,000＋税）
ハードコート（標準装備）ハードコート（標準装備）

撥水コーティング（¥6,000＋税）撥水コーティング（¥6,000＋税）

¥38,000＋税

¥32,000＋税

¥39,500＋税

¥45,500＋税

ハードコート（標準装備）※① 
※②
※③ 

¥41,000＋税

¥47,000＋税

¥44,000＋税

¥38,000＋税

¥45,500＋税

¥51,500＋税

¥47,000＋税

¥53,000＋税

¥44,000＋税

¥38,000＋税

¥45,500＋税

¥51,500＋税

¥47,000＋税

¥53,000＋税

¥50,000＋税

¥44,000＋税

¥51,500＋税

¥57,500＋税

¥53,000＋税

¥59,000＋税

クリアレンズ（¥20,000＋税）
偏光レンズ（¥26,000＋税）

FOUR-C-DL（デモレンズ仕様）
¥19,000＋税

¥39,000＋税

¥45,000＋税

¥45,000＋税

¥51,000＋税

¥45,000＋税

¥51,000＋税

¥51,000＋税

¥57,000＋税

※① ハードコート…摩擦等によるキズを防止するコーティング（標準装備）
※② マルチコーティング…レンズ内側への映り込みを低減する反射防止コーティング【本体価格 ¥6,000＋税】
※③ 撥水コーティング…撥水性・防汚性に優れるコーティング【本体価格 ¥6,000＋税】
※度付レンズには、摩擦等によるキズを防止する「ハードコート」が標準装備されています。　
※オーダーメイド品につき、納期は 3 ）すましたい絡連りよ者当担、後文注ご（。すまりなと後前間週
※度付サングラスの製作に関しては P31～32 をご参照ください。

フレーム品番

SVS-600N（¥15,000＋税）

SVS-700N（¥15,000＋税）

GDS-001（¥15,000＋税）

GDX-001（¥15,000＋税）

レンズカラー

コーティング

クリアレンズ（¥20,000＋税）

ハードコート（標準装備）
マルチコーティング（¥6,000＋税） マルチコーティング（¥6,000＋税）
ハードコート（標準装備）ハードコート（標準装備）

スワンズ ベベル カット
（¥2,000＋税）

スワンズ ベベル カット
（¥2,000＋税）

ハードコート（標準装備）

※④

■アイガード 度 付プライスリスト

¥35,000＋税 ¥41,000＋税

¥37,000＋税 ¥43,000＋税

¥35,000＋税 ¥41,000＋税

※④スワンズ ベベル カット…レンズの外周部に傾斜をつけてカットする特殊レンズ加工（GDS-001、GDX-001のみ標準装備）
※オーダーメイド品に付き、納期は3週間前後となります。（ご注文後、担当者より連絡いたします）
※度付レンズの製作に関してはP30をご参照ください。

SWANS BEVEL CUT -スワンズ ベベル カット-

レンズの外周部に傾斜をつけてカットする特殊レンズ加工。フレー
ム前面とレンズ面が平らになり、見た目の美しさと優れた安全性を
実現します。

SWANS BEVEL CUTレンズ

クリア クリア ＋ マルチコート

代 理 店 様 名

販 売 店 様 名

備 考 欄

※直送ご希望の際
はこの欄に直送先
等ご記入ください

ご担当者様名

ご担当者様名TEL FAX

R （ 右 眼 ）

L （ 左 眼 ）

P D （ 瞳 孔 間 距 離 ）

S P H （ 球 面 ） C Y L （ 乱 視 ） A X I S （ 軸 ）

m／m

弊 社 記 入 欄

アイガードオーダーシート（販売店様・代理店様用）

弊社受付NO. ご注文受け日

山本光学株式会社　スポーツ第1事業部

： ーラカムーレフ ： 番品

（＞トーネボーカリポ ： 材素＜ ズンレドイロトペ ○印）

年　　　　　月　　　　　日

お手数ですが、オーダーシートについてはコピーしてご使用いただきますようお願いいたします。
下記URLからオーダーシートのダウンロードが可能です。

http://www.swans.co.jp/eyeguard/img/eye-order.pdf

※ハードコートは標準装備されています

加工する 加工しない
スワンズ ベベル カット（○印）

※SVS-600N、SVS-700Nのみ選択してください。
※別途料金（￥2,000＋税）となります。
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ネイビー、ブラック、
ホワイト、クリアスモーク、
クリアピンク

ネイビー、ブラック、
ホワイト、クリアスモーク、
クリアピンク

■ ご注文方法について
1.ご注文は下記のオ－ダ－シ－トをご使用ください。（太枠内をご記入ください。）
2.オ－ダ－シ－トには記入漏れ、間違いが無いようご注意ください。（電話番号、FAX番号の記入漏れが無いようご注意ください。)
3.販売店様につきましては、ご帳合先（代理店様）をご記入ください。
4.納期につきましては、受注後ご連絡いたします。
5.フレーム持込みの場合はその旨を備考欄にご記入ください。

■ 個人情報保護方針について
ご記入いただいた個人情報を業務委託先以外の第三者に開示・提供することはございません。（法令等により求められた場合を除く。）

■ アフターサービスのご案内

1.修理・交換については山本光学にてお預かりとなります。 お求めの販売店宛てにお申しつけください。（交換についてはすべて山本光学にてお預かりとなります。）
2.フレーム・ベルト等部品修理・交換の価格についてはお求めの販売店もしくは山本光学にお問い合わせください。
3.レンズ修理・交換についてキズ・割れ等の場合についてレンズのみの製作をいたします。お求めの販売店宛てにお申しつけください。（レンズ価格には、修理工賃を含みます。）

）。んせまい行は換交のみの眼片めたるあが化変時経の能性はてっよに間期用使ズンレ。すまりなと作製のでアペ1右左は換交（  

レンズ・フレーム・テンプル等部品すべての修理・交換ができます。

フレームカラーバリエーション フレームカラーバリエーション フレームカラーバリエーション フレームカラーバリエーション

オーダーメイド度付アイガード

品番：SVS-700N 品番：SVS-600N
小学校高学年～小学校低学年～

クリア×ブラック、
レッド×ブラック×レッド、
ソリッドブラック×ブラック、
ネイビー×ネイビー

品番：GDS-001
小学生向け

ブラック×ブラック、
クリア×ブラック

品番：GDX-001
大人向け

度付対応可能 マークの商品をご注文いただけます。
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After Parts Price List

After Parts Price List
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After Parts Price List （アフターパーツプライスリスト）

注①テンプルパッドは付属していません。
注②ノーズパッドは接着されていますので、修理対応になります。
注③上部セル枠¥5,000・下部メタル枠¥5,000
※レンズ交換は片側・両側ともにすべて修理対応となります。　ただしSPRINGBOK（両側セット）、LION SIN（両側セット）、LION SIN-C、STRIX・I、STRIX・Hはスペアレンズとしても販売しています。
※掲載の金額は本体価格のみとなります。別途消費税が加わります。

シリーズ 品番
掲載

ページ

フレーム フレームパーツ レンズ 付属品
フロント

（ノーズパーツ含む） ブリッジ 智（ヨロイ） テンプル
（モダン含む） モダン ノンスリップラバー

（埋め込みタイプ）
ノーズパッド1ヶあたり
（台座も含む） ねじ レンズ

片側1枚 その他

-0168,-0170,-0767

P19 ¥800 ¥200 ¥1,000 ¥200 ¥1,000 ¥50

¥3,500

-0051,-0053,-0065,-0067 ¥3,000

-0712,-0714,-0715 ¥2,500

-0001,-0005 ¥2,000

Airless-Wave（SA） -518

P19
¥1,500

（1セット価
格）

¥1,000 ¥200 ¥200
（注②） ¥50

¥4,150

-520,-521 ¥3,500

-501,-506,-517,-519

-505,-512,-516

¥3,000

¥2,500

Airless-Beans（SABE）

P20 ¥800 ¥200 ¥1,000 ¥200 ¥1,000 ¥50-0170 ¥3,500

-0051,-0053,-0709,-0712 ¥3,000

Airless-Move（SAMV）

P20 ¥3,000 ¥2,500 ¥500 ¥200
（パッドのみ）

-0066 ¥4,150

-0751,-1051 ¥3,500

-0051,-0065 ¥3,000

-0714 ¥2,500

Kids Glasses（KG-1） -0702
P21 ¥1,500 ¥1,000 テンプル

に含む
¥400

（注②） ¥50
¥2,500

-0002,-0005 ¥1,500

Kids Glasses（KG-2） -0053,-0702
P21 ¥1,500 ¥1,000 テンプル

に含む
¥400

（注②） ¥50
¥2,500

-0002,-0005 ¥1,500

Over Glasses（OG-4） -0168,-0170

P21 ¥3,000 ¥1,500 テンプル
に含む ¥50

¥3,500
-0751

-0051,-0058 ¥3,000

Over Glasses（OG-5）

-0751

-0170

P21 ¥3,000 ¥1,500 テンプル
に含む ¥3,500

¥3,500

-0051,-0065 ¥3,000

SWF-610 P25 ¥8,000 ¥3,100 ¥600 ¥1,000 ¥100 ナット
¥50

FCOP-0000 P25 ¥4,000 ¥2,500 ¥500 ¥1,000 ¥50
サイドフード
（左右セット）
￥1,000

SWF900-0000 P26 ¥6,500 ¥3,500 ¥500 ¥250 ¥50

SWFU2-0000 P26 ¥6,500 ¥3,500 ¥500 ¥250 ¥50

Df.pathway（PW） -0167,-0168,-0170

P18 ¥4,500 ¥2,000 ¥500 ¥1,500 ¥50

¥3,500

 -1051,-1751 ¥3,500

-0051,-0053,-0065 ¥3,000

-1002,-1602 ¥2,500

-0001,-0004 ¥2,000

※パーツは全て、一つあたりの単品価格です。

モダン/ノンスリップラバー
ヨロイ

フロント
テンプル

ノーズパッド

シリーズ 品番 掲載
ページ

フレーム フレームパーツ レンズ 付属品

フロント
（ノーズパーツ含む） ブリッジ 智（ヨロイ） テンプル

（モダン含む） モダン ノンスリップラバー
（埋め込みタイプ）

ノーズパッド1ヶあたり
（台座も含む） ねじ レンズ

片側1枚 その他

E-NOX NEURON 20

Face One

-0701,-0712,-0714,-1101,-1701 P14 ¥1,000 ¥2,000 ¥1,000

¥1,500

¥50

¥50

¥11,000

E-NOX EIGHT -0066

P14 ¥1,000 ¥2,500 ¥1,000 ¥50

¥15,000

-0051,-0067 ¥13,000

-0701,-0709,-0712,-0714,-1701 ¥11,000

¥14,000

¥14,000

¥12,000

P13

-0001BB

-0411

-3116,-3516,-3501,-3114,-3901,-3101

LION SIN -0066

P15

¥5,000 ¥5,000

¥4,000 ¥500 ¥1,000 ¥50

¥5,000

-0151,-0168 ¥4,500

-0701,-0714,-1701 ¥3,250

LION SIN Compact -0001 P15 ¥4,000 ¥4,000 ¥500 ¥1,000 ¥50 ¥2,750

SPRINGBOK -0066

P15 ¥3,000 ¥4,000 ¥2,500 ¥1,000 ¥50

¥5,000

-0151,-0168 ¥4,500

-0701,-0714,-1701,-0716

-0001BB

¥3,250

¥2,750

STRIX・I -0066

P16 上部￥4,000
下部￥2,000 ¥2,500 ¥500 ¥1,000 ¥50

¥15,000

-0151 ¥14,000

-0701,-0714,-1701 ¥11,000

-0001 ¥10,000

STRIX・H -0066

P16 ¥4,000 ¥2,500 ¥500 ¥1,000 ¥50

¥15,000

-0151 ¥14,000

-0701,-0714,-1701,-0716 ¥11,000

-0001BB ¥10,000

LUNA

-0051,-0053,-0065,-0067

-0170

P17 ¥4,000 ¥2,000 ¥500 ¥1,000 ¥50 ¥3,000

¥4,000

-0001,-0005 ¥2,000

SOU Ⅱ P17 ¥500 ¥1,500 ¥1,000 ¥50-0001BB ¥8,000

SOU Ⅱ-C -0701,-0709,-0714,-0715,-0812
P17 ¥500 ¥1,500 ¥1,000 ¥50

¥9,000

-0001 ¥8,000

er Series
-0167,-0168,-0170 P18 （下部リム含む）

¥4,000 ¥2,000 ¥500
（片側のみ） ¥50

¥4,500

¥4,500

DF -0168,-0170
P18 ¥4,000 ¥2,000 ¥500 ¥1,000 ¥50

¥3,500

WARRIOR-Ⅶ -0168,-0151,-0167,-0170
P17 ¥4,000 ¥2,500 ¥500

¥500

フロント
に含む

¥3,500

-3167 ¥3,500

（注①）

テンプルパッド
S・M・L
各サイズ

（左右セット）
￥2,000

¥4,000

-0051,-0053 ¥3,000

Parts Price List （パーツプライスリスト）

パーツ名 品名 適合製品 カラー 単位 備 考掲載
ページ 本体価 格

P27

P27

P27

SVS-700N（フェイスパッドなし） 1ヶ

1ヶ

1ヶ

レンズあり

レンズなし

レンズあり

レンズなし

レンズあり

レンズなし

SVS-600N（フェイスパッドなし）

¥4,000

¥7,000

¥4,000

¥7,000

¥9,000

¥12,000
ブラック、クリアSVS-501（フェイスパッド付）

ネイビー、クリア、クリアスモーク、
クリアピンク

GD-001：ブラック、レッド、ネイビー、
                 イエロー×ブルー
GDS-001：クリア、レッド、ブラック、ネイビー

ネイビー、クリア、クリアスモーク、
クリアピンク

P27 1ヶ
レンズあり

レンズなし ¥9,000

¥12,000
GD-001,GDS-001（フェイスパッド付）

ブラック、クリア×ブラックP27 1ヶ
レンズあり

レンズなし
GDX-001（フェイスパッド付）

¥9,000

¥12,000
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