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「見え心地」×「掛け心地」×「使い心地」

メガネ屋がチューンしたハイ   パフォーマンス偏光グラス!メガネ屋がチューンしたハイ   パフォーマンス偏光グラス!メガネ屋がチューンしたハイ   パフォーマンス偏光グラス!メガネ屋がチューンしたハイ   パフォーマンス偏光グラス!

アウトドアワールド ／イワモト釣具／上島釣具店／㈱植村漁具 （アングル）／エイト ／M's selection ／ F.T.O／沖之島商店／かめや釣具／キャスティング／香西釣具店／紺甚釣具／サンノリー／サンマル／ジャンキーズ／㈲シント貿易／上州屋／タックリベリー／タックルアイランド／つり天国／つりぐどうぐ一休
つり具おおつか／つりぐ山陽／つり具すがも／つりぐの岡林／つり具のブンブン／つり具のマルニシ／釣り具のマルハン／釣具のタイム／釣具のポイント／トラウトアイランド／ナチュラム／釣りっこやタカハシ／パワースポーツ枚方／パワースポーツ泉佐野／Bassing ／ B-FARM ／バスキャッチ／フィッシングイチバン

フィッシングインパクト／フィッシング エース／フィッシング エイト／フィッシング エイト2 ／フィッシング エイト3 ／フィッシング王国サンノリー2 ／フィッシングガレージブラック／フィッシング相模屋／フィッシングサルーンふるきん／フィシングショップオガワ
フィッシングＪＵＭＰ／フィッシング ステップ／フィツシングタハラ／フィッシングハウス大郷屋／フィッシングプロショップスマイル／フィッシングマックス／フィッシング遊／プロショップかつき／ボート＆タックル クルーズ／マグナム・ケイズ／マルニシ
丸八倉庫株式会社内 ツネミMR-1／水谷つり具／寄宮フィッシングセンター／リバース／リバシー／ルアー 1BAN ／ルアーショップ サブマリン／ lure angle HAMA／ワイルドフィッシュ／わたなべ釣具／メガネの愛眼／SYZ

＜取扱店リスト＞ ※5月末日現在のリストです。（50音順）  ※取扱支店・店頭在庫状況・お取寄注文につきましては各社にお問い合わせください。

Frame：ブラック × ライムグリーン
Lens：オリーブグリーン〈可視光線透過率32％・偏光度92％〉

SR-001-P-2　JAN：4909852000021

Frame：Mブラック × ライトブルー
Lens：G-15〈可視光線透過率16％・偏光度99％〉

SR-001-P-3　JAN：4909852000038

Frame：ブラック × パープル
Lens：テンダーグレー
〈可視光線透過率35％・偏光度90％〉

SR-001-P-1

JAN：4909852000014

Frame：レッドブラウン × Pホワイト
Lens：クリムソンピンク〈可視光線透過率18％・偏光度98％〉

SR-001-P-4　JAN：4909852000045

SR -001-P 
Size：54□16-136
Price：￥14,000（税抜き）

丸みを帯びたベーシックなデザイン。
顔幅のせまい方や小顔の方にオススメ。

（サイズ感＝Ｓ～Ｍ）

オーバルナロータイプ オーバルワイドタイプ

オールドスクールタイプ

スポーツカーブタイプⅡ ファッションカーブタイプⅡ

スクエアワイドタイプⅡ

スクエアワイドタイプスクエアナロータイプ

スポーツカーブタイプ ファッションカーブタイプ

Frame：ブラック × ターコイズ
Lens：オリーブグリーン〈可視光線透過率32％・偏光度92％〉

SR-002-P-2　JAN：4909852000069

Frame：Mブラック × ガンメタル
Lens：スレートグレー〈可視光線透過率18％・偏光度99％〉

SR-002-P-3　JAN：4909852000076

Frame：ブラック × レッド
Lens：マロンブラウン
〈可視光線透過率22％・偏光度99％〉

SR-002-P-1

JAN：4909852000052

Frame：ダークグレー × Mブラック
Lens：テンダーグレー〈可視光線透過率35％・偏光度90％〉

SR-002-P-4　JAN：4909852000083

Frame：Mブラック × ガンメタル
Lens：マロンブラウン〈可視光線透過率22％・偏光度99％〉

SR-006-P-2　JAN：4909852000229

Frame：ガンメタル × レッド
Lens：スレートグレー〈可視光線透過率18％・偏光度99％〉

SR-006-P-3　JAN：4909852000236

Frame：レッドブラウン × パープル
Lens：クリムソンピンク〈可視光線透過率18％・偏光度98％〉

SR-006-P-4　JAN：4909852000243

Frame：Mブラック × ブルーメタル
Lens：オリーブグリーン × ブルーミラー
〈可視光線透過率27％・偏光度92％〉

SR-010-P-2　JAN：4909852000380

Frame：ブラック × レッドメタル
Lens：マロンブラウン〈可視光線透過率24％・偏光度99％〉

SR-010-P-3　JAN：4909852000397

Frame：ブラック × レッドメタル
Lens：クリムソンピンク〈可視光線透過率20％・偏光度98％〉

SR-010-P-4　JAN：4909852000403

Frame：Mブラック × ライトブルー
Lens：スレートグレー〈可視光線透過率18％・偏光度99％〉

SR-005-P-2　JAN：4909852000182

Frame：ガンメタル × Mブラック
Lens：G-15〈可視光線透過率16％・偏光度99％〉

SR-005-P-3　JAN：4909852000199

Frame：Pホワイト × ガンメタル
Lens：テンダーグレー〈可視光線透過率35％・偏光度90％〉

SR-005-P-4　JAN：4909852000205

Frame：ガンメタル × ライトプルーメタル
Lens：オリーブグリーン × ブルーミラー
〈可視光線透過率27％・偏光度92％〉

SR-009-P-2　JAN：4909852000342

Frame：Mブラック × オレンジメタル
Lens：マロンブラウン〈可視光線透過率24％・偏光度99％〉

SR-009-P-3　JAN：4909852000359

Frame：Mブラック × オレンジメタル
Lens：クリムソンピンク〈可視光線透過率20％・偏光度98％〉

SR-009-P-4　JAN：4909852000366

Frame：Mブラック × ライトブルー
Lens：G-15〈可視光線透過率16％・偏光度99％〉

SR-003-P-2　JAN：4909852000106

Frame：イエローブラウン × Pホワイト
Lens：クリムソンピンク〈可視光線透過率18％・偏光度98％〉

SR-003-P-3　JAN：4909852000113

Frame：Pホワイト × パープル
Lens：スレートグレー〈可視光線透過率18％・偏光度99％〉

SR-003-P-4　JAN：4909852000120

Frame：Mブラック × ガンメタル
Lens：G-15〈可視光線透過率16％・偏光度99％〉

SR-004-P-2　JAN：4909852000144

Frame：イエローブラウン × Mブラック
Lens：オリーブグリーン〈可視光線透過率32％・偏光度92％〉

SR-004-P-3　JAN：4909852000151

Frame：ダークグレー × ターコイズ
Lens：スレートグレー〈可視光線透過率18％・偏光度99％〉

SR-004-P-4　JAN：4909852000168

Frame：カモフラブラック × ブラック
Lens：オリーブグリーン × ブルーミラー
〈可視光線透過率27％・偏光度92％〉

SR-007-P-2　JAN：4909852000267

Frame：Mブラック × ガンメタル
Lens：マロンブラウン〈可視光線透過率24％・偏光度99％〉

SR-007-P-3　JAN：4909852000274

Frame：Mブラック × ガンメタル
Lens：クリムソンピンク〈可視光線透過率20％・偏光度98％〉

SR-007-P-4　JAN：4909852000281

Frame：ブラック × グリーンメタル
Lens：オリーブグリーン × ブルーミラー
〈可視光線透過率27％・偏光度92％〉

SR-008-P-2　JAN：4909852000304

Frame：Mブラック × パープルメタル
Lens：マロンブラウン〈可視光線透過率24％・偏光度99％〉

SR-008-P-3　JAN：4909852000311

Frame：Mブラック × パープルメタル
Lens：クリムソンピンク〈可視光線透過率20％・偏光度98％〉

SR-008-P-4　JAN：4909852000328

Frame：ブラック × ライムグリーン
Lens：オリーブグリーン
〈可視光線透過率32％・偏光度92％〉

SR-005-P-1

JAN：4909852000175

Frame：ブラック × Pホワイト
Lens：G-15
〈可視光線透過率16％・偏光度99％〉

SR-006-P-1

JAN：4909852000212

Frame：ガンメタル × ライトプルーメタル
Lens：テンダーグレー × ブルーミラー
〈可視光線透過率30％・偏光度90％〉

SR-009-P-1

JAN：4909852000335

Frame：Mブラック × ブルーメタル
Lens：テンダーグレー × ブルーミラー
〈可視光線透過率30％・偏光度90％〉

SR-010-P-1

JAN：4909852000373

Frame：カモフラブラック × ブラック
Lens：テンダーグレー × ブルーミラー
〈可視光線透過率30％・偏光度90％〉

SR-007-P-1

JAN：4909852000250

Frame：ブラック × グリーンメタル
Lens：テンダーグレー × ブルーミラー
〈可視光線透過率30％・偏光度90％〉

SR-008-P-1

JAN：4909852000298

Frame：ブラック × レッド
Lens：テンダーグレー
〈可視光線透過率35％・偏光度90％〉

SR-003-P-1

JAN：4909852000090

Frame：ブラック × ホワイト
Lens：マロンブラウン
〈可視光線透過率22％・偏光度99％〉

SR-004-P-1

JAN：4909852000137

SR -002-P 
Size：55□16-136
Price：￥14,000（税抜き）

エッジのあるスッキリとしたデザイン。
顔幅のせまい方や小顔の方にオススメ。

（サイズ感＝Ｓ～Ｍ）

SR -005-P 
Size：61□17-136
Price：￥14,000（税抜き） SR -006-P 

Size：62□16-136
Price：￥14,000（税抜き）

SR -003-P 
Size：57□16-136
Price：￥14,000（税抜き）

丸みを帯びたベーシックなデザイン。
ワイドな設計のノーマルカーブタイプ。

（サイズ感＝Ｍ～Ｌ）

SR -004-P 
Size：57□16-136
Price：￥14,000（税抜き）

エッジのあるスッキリとしたデザイン。
ワイドな設計のノーマルカーブタイプ。

（サイズ感＝Ｍ～Ｌ）

SR -007-P 
Size：56□16-136
Price：￥14,000（税抜き）
　　　 ￥16,000（税抜き）※ブルーミラーレンズ

SR -008-P 
Size：57□16-136
Price：￥14,000（税抜き）
　　　 ￥16,000（税抜き）※ブルーミラーレンズ

SR -009-P 
Size：61□17-136
Price：￥14,000（税抜き）
　　　 ￥16,000（税抜き）※ブルーミラーレンズ

アジアンフィットなスポーツデザイン。
鼻あてパーツ搭載のハイカーブタイプ。

（サイズ感＝Ｌ）

SR -010-P 
Size：62□16-136
Price：￥14,000（税抜き）
　　　 ￥16,000（税抜き）※ブルーミラーレンズ

アジアンフィットなストリートデザイン。
鼻あてパーツ搭載のハイカーブタイプ。

（サイズ感＝Ｌ）

Frame：ブラック × Mブラック
Lens：マロンブラウン〈可視光線透過率24％・偏光度99％〉

SR-009-P-5　JAN：4909852000434

Frame：ブラック × Mブラック
Lens：スレートグレー〈可視光線透過率20％・偏光度99％〉

SR-009-P-6　JAN：4909852000441

Frame：Mブラック × ブラック
Lens：マロンブラウン〈可視光線透過率24％・偏光度99％〉

SR-010-P-5　JAN：4909852000458

Frame：Mブラック × ブラック
Lens：スレートグレー〈可視光線透過率20％・偏光度99％〉

SR-010-P-6　JAN：4909852000465

ナチュラル系

●テンダーグレー

色の階調変化が少なく
自然な見え方

明暗の差を強め、
輪郭が分かりやすい

光量が少ない場面
曇り・朝夕・日陰
眩しさに強い方
光量が多い場面
晴天・昼間・沖
眩しさに弱い方

●マロンブラウン
●G-15
●スレートグレー

●オリーブグリーン 偏光として使える
時間が長い。

●クリムソンピンク サングラスとして
遮光性が高い。

薄色

濃色

特徴

コントラスト系 シチュエーションなど 選定基準

※個人や各種条件により差はあります。
※ミラーレンズは裏面反射が若干生じます。

コントラスト性能を特化させた赤
色系カラー。ストラクチャーやブ
レイクなどの水中の状況を見つ
けやすく、疲れにくい。 

赤、青、緑の三原色の色調を正確
に確認できるカラー。可視光線の
透過が非常に安定しており、オー
ルラウンドの使用に適している。

可視光線全域をほぼフラットに制
御しつつ、視感度の弱い領域を少
し上げることにより、自然に触れる
活動に適したコントラストを実現。

オールシーズンを通して日差し
の強い日中での使用に適し、どの
ような変化の光の状況でも比較
的安定した視界を望める。

アウトドアでのヒートアップした強
烈な光に対して色調を変えること
なく効果的に光量を調整する最も
「カットする」カラー。

クリムソンピンクテンダーグレー

G-15マロンブラウン スレートグレー

明暗のコントラストに対して最も
効果が高い。朝や夕まずめの暗
い時間帯や、雨天や曇天時でも
鮮明に明るく見える。

オリーブグリーン

●カラーレンズの特性

『特製ケース』&
『レンズクロス』付

Frame：ソリッドブラウン
Lens：マロンブラウン〈可視光線透過率24％・偏光度99％〉

SR-011 LTD-P-1  JAN：4909852000410
Frame：ソリッドブラック
Lens：スレートグレー〈可視光線透過率20％・偏光度99％〉

SR-011 LTD-P-2  JAN：4909852000427

SR-011 LTD-P Size：54□17-140
Price：￥14,000（税抜き）

フィッシング時は、フックやシンカーから眼を守るためにもアイウェアの着用をおすすめします。

フロント＆テンプルにTR90樹脂（軽量性・弾性に富んだ非アレルギー素材）を採用。
さらに、視線角度を重視した『スラントシステム』設計を代表とした様々なスペックを
搭載することで快適でストレスフリーな偏光グラスに仕上げました。

アジア系の横に広い頭の形に合うようにテン
プルパーツのヒンジ部を『逆アール形状』に形
成し、頭部に対する挟み込み感が優しく、抱き
込むようなフィーリングを実現しました。柔軟
でしなやかに幅が変化するので、はさみこみ
過多によるズレ落ちや不快感を軽減します。

快適なアジアン・フィット

眼の彫りが深くないアジア系の顔型は通常のフ
レームでは隙間が生じます。また、顔に沿うよう
なハイカーブフレームも着用者を選びます。そ
こでノーマルカーブでもフロントリムの上部と
下部にシェードを設けることで、眩しさや紫外線、
花粉や粉塵などを防ぐことを可能にしました。

優れた遮光性と防塵性

耳かけ部の形状は、フィット感の高いワイド
設計、かつキャップ着用時に干渉しにくい形
状に。素材は滑りにくいラバー製パーツを採
用。さらに、金属製の芯パーツを内蔵するこ
とにより調整が可能なため、よりズレにくく
密着性に優れています。

ズレ落ちにくい耳かけ部

タフユースにおける偏光レンズの破損や劣化へ
の心配を克服すべく、ポリカーボネートを保護層
に使用した、画期的超高性能偏光シートです。
『高耐熱性』『高耐湿性』『高偏光性能』『類のな
い耐衝撃性』を有し、シビアな条件下でも剥離、
偏光素子の裂けなどの外観不良を防ぎます。

耐久性の高い偏光レンズ
レンズの表面反射を防ぐマルチコート。その
コーティングをレンズの両面ではなく、あえ
て裏面だけに施しました。レンズの前面は、
あえて反射する仕様にすることで、目が外
からくっきり見えることのないスタイリッシュ
なスポーツグラスを目指しました。

美的要素と光学的要素の両立表面表面

裏面裏面

フロントサイドには湿度を快適に保つためのベ
ンチレーション機能を採用。また乾燥期の花粉
やホコリが気になる際には付属のデタッチャブ
ル式シリコン製パーツを取り付けることで侵入
を防ぎます。工具不要で取り付け／取り外しが
可能。カラーパーツのお洒落も楽しめます。

防曇／防塵の２WAY機能

※度入れ時はレンズの厚みによってON/OFFどちらかになる場合があります。

フレームに独自のSlant System（スラントシス
テム）を採用。視線角度は下方視の占める割合
が半分以上であるため、レンズ面を含むフロント
部の傾斜角度を１０度に設計。レンズ面と視線が
直交しやすく、レンズの光学的機能が効果的に
働くことで自然で快適な視野を実現しました。

優れた光学設計『スラントシステム』
鼻あては、調整可能な金属製の別パーツを装
備。鼻パッドを支えるアームの形状を“S字”に
することにより、『幅』『高低』『奥行き』の３次
元での調整が可能。アームの素材は、腐食に
強い素材なので、水際のスポーツや汗をかく
アクティブシーンに適しています。

耐久性・快適性に富む鼻あて部

力学的
要素

光学的
要素

美的
要素

新規取扱店様募集中！

エッジのあるスッキリとしたデザイン。
ワイドな設計のノーマルカーブタイプ。

（サイズ感＝Ｍ～Ｌ）

アジアンフィットなスポーツデザイン。
鼻あてパーツ搭載のハイカーブタイプ。

（サイズ感＝Ｌ）

アジアンフィットなストリートデザイン。
鼻あてパーツ搭載のハイカーブタイプ。

（サイズ感＝Ｌ）

クラシックとスポーツの融合デザイン。
顔幅のせまい方や小顔の方にオススメ。

（サイズ感＝Ｓ～Ｍ）

NEW!NEW! NEW!NEW! NEW!NEW! NEW!NEW!

200号オーバーおめでとうございます☆200号オーバーおめでとうございます☆

※『スラントシステム』は愛眼株式会社の商標です。

pring hinge

un shade

lip-less holder

trong Lens urface coatwitch slit

lant system -shape parts

超軽量偏光
NEW!

※フレームは形崩れしにくい素材ですが、故意に曲げたり、ねじる等の強い力を加えたりすると破損・変形を起こす恐れがあります。

新型ポリカーボネート偏光レンズ〈UVカット率99.9％〉

SAVE YOUR EYES, ENJOY FISHING!

※

※： SR-001-P～SR-010-Pのみのスペックです。

※※

◉SR-005-Pの後継モデル ◉SR-006-Pの後継モデル

◉SR-004-Pの後継モデル

UPER ENGINEERING
PLASTIC

スーパーエンジニアリング・プラスチック使用


