
メ－カ－

１箱３０枚入

パワー

BC

直径

含水率

中心厚

レンズ色

酸素透過率

レンズ素材

UVカット 〇

１DAYディスポーザブルタイプ比較表

54%

0.08

アクアブルー

100

Ⅱ（高含水非イオン性）

-0.25 ～ -6.00
（0.25step）

-6.50 ～ -12.00
（0.50step）

+0.25 ～ +5.00
（0.25step）

+5.50 , +6.00

８．４　　８．７
(+レンズはBC8.4のみ)

１４．２

クーパービジョン

マイデイ

-0.25 ～ -6.00
（0.25step）

-6.50 ～ -12.00
（0.50step）

+0.25 ～ +6.00
（0.25step）

シリコンハイドロゲル シリコンハイドロゲル

８．６

156 100 121 118

１４．２

0.09 0.09 0.085 0.085

33% 51% 38% 46%

× 〇 〇 〇

ライトブルー ライトブルー ブルー ブル－

シリコンハイドロゲル シリコンハイドロゲル

１４．１ １４．２ １４．３ １４．２

８．５　　８．８ ８．３　　８．７
(+レンズはBC8.3のみ)

９．０ 　８．５
(+レンズはBC9.0のみ）

９．０ 　８．５
(+レンズはBC9.0のみ）

-0.50～-6.00
(0.25step)

-6.50～-12.00
(0.50step)

-0.50 ～ -6.00
（0.25step）

-6.50 ～ -12.00
（0.50step）

+0.50 ～ +5.00
（0.25step）

-0.50 ～ -6.00
（0.25step）

-6.50 ～ -12.00
（0.50step）

+0.50 ～ +5.00
（0.25step）

-0.50 ～ -6.00
（0.25step）

-6.50 ～ -12.00
（0.50step）

+0.50 ～ +5.00
（0.25step）

アクアロックス
ワンデーUV シントータルワン トゥルーアイ

商品名
デイリーズ

プレシジョンワン
1day ACV
オアシス

1day ACV

日本アルコン 日本アルコン ジョンソン＆ジョンソン ジョンソン＆ジョンソン ボシュロム

〇

55%

0.08

ライトブルー

134

シリコンハイドロゲル

ケイツーコンタクト有田店



メ－カ－

１箱３０枚入

パワー

BC

直径

含水率

中心厚

レンズ色

酸素透過率

レンズ素材

UVカット

１DAYディスポーザブルタイプ比較表

22.8 26.3

Ⅱ（高含水非イオン性） Ⅳ（高含水イオン性）

-0.25 ～ -6.00
（0.25step）

-6.50 ～ -12.00
（0.50step）

-0.25 ～ -6.00
（0.25step）

-6.50 ～ -10.00
（0.50step）

８．７ ８．６

１４．２ １４．２

クーパービジョン クーパービジョン

プロクリアワンデー
バイオメディックス

EV

× ×

60% 55%

0.09 0.075

アクアブルー アクアブルーライトブルー 　ブルー 　ブルー ブル－ ティントブルー

0.1 0.07 0.07 0.084 0.08

78% 58% 58% 58% 58%

42 42.9 42.9 33.3 25

ハイパージェル SIB SIB 2-HEMA 2-HEMA

〇 〇 〇 〇 〇

１４．２ １４．２ １４．２ １４．２

８．６ ８．８ ８．８ ９．０ 　８．５
(+レンズはBC9.0のみ）

８．６

１４．２

-0.25 ～ -6.50
（0.25step）

-7.00 ～ -12.00
（0.50step）

+0.25 ～ +6.00
（0.25step）

     +8.00～+5.50（0.50step）

      +5.00～+0.50（0.25step)

 ±0.00
     -0.50～-6.00（0.25step)

   -6.50～-16.00（0.50step）

+5.00～-6.00
 （0.25step）

-6.50～-12.00
（0.50step）

-0.50 ～ -6.00
（0.25step）

-6.50 ～ -12.00
（0.50step）

+0.50 ～ +5.00
（0.25step）

-0.25 ～ -6.00
（0.25step）

-6.50 ～ -12.00
（0.50step）

+0.25 ～ +3.00
（0.25step）

+0.50の低加入レンズ 在庫有

商品名 バイオトゥルー
ワンデーピュア
うるおいプラス

ワンデーピュア
View Support

1day ACV フレッシュビュー
リッチモイスト

ボシュロム シード シード ジョンソン＆ジョンソン ロート

モイスト

32枚 32枚

ケイツーコンタクト有田店



アキュビュー オアシス モイストアイ ２week プレミオ アクアロックス
フレッシュフィット

コンフォートモイスト

メ－カ－ ジョンソン＆ジョンソン ロート製薬 メニコン ボシュロム ボシュロム

１箱６枚入

在庫有 在庫有

ベースカーブ ８．８　　８．４ ８．６ ８．３　　８．６
(+レンズはBC8.6のみ）

８．７ ８．６

パワー

-0.50 ～ -6.00
（0.25step）

-6.50 ～ -12.00
（0.50step）

+0.50 ～ +5.00
（0.25step）

-0.25 ～ -6.00
（0.25step）

-6.50 ～ -12.00
（0.50step）

+0.25 ～ +3.00
（0.25step）

-0.25 ～ -6.00
（0.25step）

-6.50 ～ -13.00
（0.50step）

+0.25 ～ +5.00
（0.25step）

-0.25 ～ -6.00
（0.25step）

-6.50 ～ -12.00
（0.50step）

+0.25 ～ +3.00
（0.25step）

-0.25 ～ -6.00
（0.25step）

-6.50 ～ -12.00
（0.50step）

+0.25 ～ +3.00
（0.25step）

直径 １４．０ １４．０ １４．０ １４．２ １４．０

含水率 ３８　％ ４８％ ４０　％ ４６％ ３６　％

中心厚 ０．０７ ０．０８ ０．０８ ０．０７ ０．０７

酸素透過率 １４７ １６０ １６１ １６３ １３０

レンズカラ－ ブルー アクアブルー アクアブルー ライトブルー ライトブル－

レンズ素材 シリコンハイドロゲル シリコンハイドロゲル シリコンハイドロゲル シリコンハイドロゲル シリコンハイドロゲル

UVカット 〇 × × × ×

ケア用品 - 2箱購入でケア用品 - 2箱購入でケア用品 2箱購入でケア用品

２weekディスポーザブルタイプ比較表

ケイツーコンタクト有田店



２week ピュア　うるおいプラス ２week ピュア UP　特注 メダリストⅡ メダリストプラス

メ－カ－ シード シード ボシュロム ボシュロム

１箱６枚入

ベースカーブ ８．６ ８．６ ８．６ ８．４　 ８．７　 ９．０

パワー

   +5.00　～　+0.50（0.25step)

±0.00
  -0.50　～　-6.00（0.25step)

  -6.50　～　-16.00（0.50step)

+10.00 ～ +5.50
（0.50step）

-17.00 ～ -24.00
（1.00step）

-0.25 ～ -6.50
（0.25step）

-7.00 ～ -9.00
（0.50step）

-0.50 ～ -5.00
（0.25step）

-5.50 ～ -9.00
（0.50step）

±0.00（治療用有）

直径 １３．８　/　１４．２ 　１４．２ 　１４．２ １４．０

含水率 58% 58% 59% 38.6%

中心厚 0.09 0.09 0.14 0.035

酸素透過率 33.3 33.3 15.7 25.7

レンズカラ－ ブルー ブルー ライトブルー ライトブルー

レンズ素材 SIB SIB 2-HEMA 2-HEMA

UVカット ○ ○ × ×

ケア用品 お得なセット有 - 2箱購入でケア用品 -

２weekディスポーザブルタイプ比較表

ケイツーコンタクト有田店



オアシス　乱視用 モイストアイ乱視用
　ﾌﾚｯｼｭﾌｨｯﾄ

コンフォートモイスト
乱視用

ﾒﾀﾞﾘｽﾄ66ﾄ-ﾘｯｸ

メ－カ－ ジョンソン&ジョンソン ロート製薬 ボシュロム ボシュロム

１箱６枚入

ベースカーブ ８．６ ８．７ ８．９ ８．５

パワー

±0.00～-6.00
（0.25step）

-6.50～-9.00
（0.50step）

+3.00～-6.00
（0.25step）

-6.50～-10.00
（0.50step）

±0.00～-6.00
（0.25step）

-6.50～-9.00
（0.50step）

±0.00～-5.00
（0.25step）

-5.50～-9.00
（0.50step）

-0.75　-1.25 -0.75   -1.25 -0.75  -1.25 -0.75   -1.25

-1.75　-225 -1.75   -2.25 -1.75 　-2.25 -1.75  -2.25  -2.75

（C-2.25 は AX 60゜120゜なし） (-8.50～-10.00はCLY-2.25はなし）

10゜20゜60゜90゜ 10゜20゜90゜ 160゜170゜180゜ 10゜20゜80゜90゜ 10゜20゜80゜90゜

120゜160゜170゜180゜ （+）レンズは180゜  90゜のみ 100゜160゜170゜180゜ 100゜160゜170゜180゜

直径 １４．５ １４．５ １４．５ １４．５

含水率 38% 48% 36% 66%

酸素透過率 129 116 91 16.4

レンズカラ－ ブル－ アクアブルー ライトブルー ライトブル－

レンズ素材 シリコンハイドロゲル シリコンハイドロゲル シリコンハイドロゲル 2-HEMA

UVカット 〇 × × ×

ケア用品 - 2箱購入でケア用品 2箱購入でケア用品 -

乱視用２週間タイプ

乱視度数

乱視軸

ケイツーコンタクト有田店



プレシジョンワン
乱視用

MY DAY
トーリック

ワンデーピュア
うるおいプラス

乱視用

バイオトゥルーワンデー
乱視用

メ－カ－ 日本アルコン クーパービジョン シード ボシュロム

１箱30枚入

ベースカーブ ８．５ ８．６ ８．８ ８．４

パワー
+4.00〜-6.00

(0.25step)

-6.50～-8.00
（0.50step）

±0.00〜-6.00
(0.25step)

-6.50～-10.00
（0.50step）

+0.25 ～ + 4.00
(0.25step)

±0.00～-6.00
(0.25step)

-6.50～-9.00
(0.50step)

+2.00～-6.00
（0.25step）

-6.50 ～ -10.00
（0.50step）

-0.50 ～ -6.00
（0.25step）

-6.50 ～ -9.00
（0.50step）

-0.75  -1.25  -1.75

直径 １４．５ １４．５ １４．２ １４．５

含水率 51% 54% 58% 78%

酸素透過率 90 80 27.3 42

レンズカラ－ ライトブルー アクアブルー ブルー ライトブルー

レンズ素材 Ⅱ（高含水非イオン性） Ⅱ（高含水非イオン性） SIB ハイパージェル

UVカット 〇 〇 〇 〇

-0.75　-1.25
-1.75　-2.25

（-2.25は20°90°160°180°のみ）

〇

90°　180°

10゜20゜ 60゜ 80°
90゜ 100°120゜

 160゜ 170゜ 180゜
(c-2.25 は20゜ 90゜ 160゜ 180゜のみ)

10゜20゜ 90゜
 160゜ 170゜ 180゜

-0.75　-1.25　-1.75

31.1

ブル－

2-HEMA

58%

20° 90°160　180°
(　+レンズは　90°180°のみ　）

20゜ 90゜
 160゜ 180゜

１４．５

乱視軸

乱視用1dayタイプ

‒0.75 ‒1.25 ‒1.75 -2.25 ‒0.75 ‒1.25 ‒1.75 -2.25

180°90°20°160°
(90°C-2.25は±0.00～-6.00)
(20°160°は±0.00～-8.00)

10°20°90°
160°170°180°

ワンデーアキュビュー
モイスト乱視用

ジョンソンエンドジョンソン

             

-0.75　-1.25　-1.75
(CLY-1.75は180°のみ）

-0.75　-1.25
-1.75　-2.25

８．５

乱視度数

32枚入

ケイツーコンタクト有田店



2weekタイプ

エアオプティクス HG
遠近両用

マイデイ
マルチフォーカル

デイリーズアクア
コンフォートプラス
マルチフォーカル

ワンデーピュア
View Support

メ－カ－ 日本アルコン クーパービジョン 日本アルコン シード

ベースカーブ 8.6 8.4 8.7 8.8

パワー +5.00 ～ -10.00
 (0.25step)

+8.00 ～ -10.00（0.25step）

-10.50 ～ -12.00（0.50step）

+5.00〜-10.00
（0.25step）

+5.00～-6.00 （0.25step）

-6.50～-12.00（0.50step）

加入度数 LOW(+1.25） 　MED（+2.00）　 HIGH（+2.50） Low  /  Med  /  High
(+0.75～+1.25) (+1.50～+1.75) (+2.00～+2.50)

LO  /  MED  /  HI
(+1.25)   (+2.00)   (+2.50)

add +0.50

直径 14.2 １４．２ 14.0 14.2

含水率 33% 54% 69% 58%

酸素透過率 138 100 26.0 42.9

マ－キング - - あり

レンズカラ－ ライトブル－ アクアブルー ライトブルー ブルー

レンズ素材 シリコンハイドロゲル シリコンハイドロゲル PVA SIB

UVカット × 〇 × 〇

特徴

遠近両用レンズ比較表
1dayタイプ

１箱６枚入

32枚

ケイツーコンタクト有田店



商品名
ワンデーアキュビュー
ディファイン　モイスト

ワンデーアキュビュー
ディファイン　モイスト
フレッシュシリーズ

メ－カ－ ジョンソンエンドジョンソン ジョンソンエンドジョンソン

レンズ色
　　ラディアント　　ラディアント　　ラディアント　　ラディアント　　ヴィヴィット　　ナチュラル　　アクセント
　　　シック　　　　　スウィート　　　　ブライト　　　　チャーム　　　　スタイル　　　シャイン　　　スタイル

　      フレッシュ　       フレッシュ     　　    フレッシュ       　フレッシュ　　　  　フレッ
シュ
           ローズ　         グレーゼル　          ハニー　            ブルー　   　　  　 ヘーゼ
ル

１箱枚数 ３０枚入 ３０枚入

ベースカーブ ８．５ ８．５

パワー

-0.50 ～ -6.00
（0.25step）

-6.50 ～ -9.00
（0.50step）

±0.00　+0.50　+1.00

-0.50 ～ -6.00
（0.25step）

-6.50 ～ -9.00
（0.50step）

±0.00

直径 １４．２ １４．２

着色部内径 ６.４    ６.９　　６.７     ６.５　   ６.２　   ６.６　   ８.７ 5.54

着色部外形 １２.７  １２.７　１２.７　 １２.７　 １２.８　 １２.７　 １２.５ 13.01

含水率 ５８％ ５８％

酸素透過率 33.3 33.3

レンズ素材 2-HEMA 2-HEMA

UVカット 〇 〇

1dayサークルレンズ

ケイツーコンタクト有田店
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