フレネルレンズ
軽くて使いやすい薄型レンズの人気商品。
大型は読書に、小型は携帯に便利です。

ニュースリーダー

軽くて使い易い薄型レンズのロングセラー
厚２mm の丈夫な作り、倍率２倍(小玉４倍)
大きなレンズだから両目でゆったり使える

ルーペカタログ ２０１１

BN-2 4901976175012
不織布製
保護ケース付

1,000 円(税込 1,050 円) 倍率 2x(小玉 4 倍) 重量 45g 入数 30(5B)
アクリル製フレネルレンズ(160×115mm、小玉 30mm)、厚 2mm

ブックリーダー

カラー全３色
小玉レンズ付

TERASAKI

CATALOG

テラサキのルーペ

2011

BB-2 4901976175029

800 円(税込 840 円) 倍率 2x(小玉 4 倍) 重量 35g 入数 30(5B)
アクリル製フレネルレンズ(180×70mm、小玉 30mm)、厚 2mm

ポケットリーダー

ニュースリーダー
全３色(グレー、水色、桜色)

BP-1 4901976170512

カバードレンズ

300 円(税込 315 円) 倍率 3x 重量 10g 入数 90(6B)
アクリル製フレネルレンズ(45×62mm)、厚 0.8mm

厚 1.2mm
小玉レンズ
付き

カバード
レンズ
2011.06 カラーおよびデザイン変更しました

ペン型ルーペ
外出先でメガネ代わりに覗き込める
おしゃれなペン型ルーペです。
ペンルーペ

レンズ単品

新商品

品番・JAN コードの登録はありません
6,600 円(税込 6,930 円) 倍率 3x 重量 150g 入数 1
アクリル製非球面凸レンズ(直径 100mm)、マルチコート

新商品

ＭＡレンズはレンズセレクトシステム対応のレンズです。[LSS]と表記
のある商品には交換レンズとして単品での買い増し、取付が可能です。
なおレンズクリップに取り付けるものであり、単独では使用しません。

ペンルーペ 全４色
(パールグレー、パールシルバー
パールブルー、パールピンク)

ＦＳＳレンズ 手帳サイズ

汚れや
キズに
強い新型のフレネル
レンズ。映像も綺麗
FSS レンズ手帳サイズ
全３色(ブラウン、レッド、
ブラック)

3,800 円(税込 3,990 円) 倍率 2.2x 重量 26g 入数 6
アクリル製フレネルレンズ(110×86mm)、厚 2mm

ケータイルーペＣ４０

KE-1 4901976173506

BEA-A5-F 4901976175319
14,800 円(税込 15,540 円) 倍率 1.8x 重量 890g 入数 1
新商品
[LSS] アクリル製フレネルレンズ(300×250mm)、厚 2mm
新商品

FSS レンズカードサイズ 両面ツルっと平らなレンズ
全３色(ブラウン、レッド、 ギザギザ面を内側に挟み込み
今までにない高性能を実現
ブラック)
ケータイルーペＰ１40
全３色(ブラウン、
ブルー、レッド)

ケータイルーペ C40
全３色(ブルー、
ピンク、グリーン)

ビッグアイアームＡ５ Ｔ２倍 BEA-A5-T2 4901976175326
新商品

ボールチェーン付
携帯ストラップに

ビッグアイアームＡ５ Ｔ３倍 BEA-A5-T3 4901976175333
新商品

新商品

KE-2 4901976173513
どこでも持ち歩ける大きさ
レンズ収納式ルーペ
カラーも豊富

LM-1 4901976172417

レンズが収納でき
キズや汚れを防ぐ

新商品

メタルルーペ１０ｘ

メタルルーペ
10X

ME-12 4901976170963

2,700 円(税込 2,835 円) 倍率 3x,4x,5x(最大 12x) 重量 36g 入数 10
ガラス製凸レンズ(直径 19mm)

３つ折りルーペ

LT-6 4901976170970

2,400 円(税込 2,520 円) 倍率 6x 重量 44g 入数 10
ガラス製凸レンズ(直径 28mm)

フォーカスルーペ

LL-A-1 4901976172219

3 つ折り
ルーペ

製品の詳細や画像はホームページでもご覧いただけます。本カタログと
合わせて最新の情報をご確認ください。このカタログに掲載された製品
の仕様および外観は改良等の理由で予告なく変更することがあります。

補助レンズは直径 35mm、4 倍の拡大率です。

レンズを重ねれば
様々な倍率に
（最大１２倍）

拡大率１０倍の高倍率
置き型ルーペ

前回カタログ

フォーカス
ルーペ

取扱商品構成

発行後の

各種お知らせ
（2010.04～
2011.03）

〒133-0071 東京都江戸川区東松本 2-17-20

http://www.terasaki-inc.jp

Tel. 03-3672-2111 Fax. 03-3672-2119
.
E-MAIL info@terasaki-inc.jp

ｽﾍﾟｯｸの
追加及び
変更

変更に関する

レンズを
回して
ピント
合わせ
できます

FL-10 4901976172523

1,800 円(税込 1,890 円) 倍率 10x 重量 38g 入数 20
アクリル製凸レンズ(直径 20mm)

17,400 円(税込 18,270 円) 倍率 3x 重量 870g 入数 1
[LSS] ｱｸﾘﾙ製非球面凸ﾚﾝｽﾞ(直径 100mm)、マルチコート

レンズライトアーム型

細かな検査検品に最適
1mm 単位スケール付
置くだけで
焦点が合います
折り畳み可能で
厚さわずか 12mm に

Ａ５は多彩な動きが可能です。レンズは全方位に
回転可。本体も全後幅広く可動します。
上下に９０度

クランプは
板厚 5.7cm
まで取付可能

専用クランプ付
Ｌ型レンチ付

左右に９０度
回転

2011.06 初版
2011.08.改訂

高さ奥行
いずれも
約 1ｍ
届きます

17,700 円(税込 18,585 円) 倍率 1.8x 重量 936g 入数 1
[LSS] ｱｸﾘﾙ製非球面凸ﾚﾝｽﾞ(直径 140mm)、マルチコート

蛍光灯ライト付き

金属フレームで
丈夫なうえ、
キズつきにくい
ガラスレンズ採用

ビッグアイアームＡ５（左から）
ＭＡ３、ＭＡ２、Ｔ４倍、Ｔ３倍、Ｔ２倍、Ｆ角型

15,000 円(税込 15,750 円) 倍率 4x 重量 834g 入数 1
[LSS] ｱｸﾘﾙ製非球面凸ﾚﾝｽﾞ(直径 80mm)、ｷｽﾞ防止ｺｰﾄ

23,800 円(税込 24,990 円) 倍率 2x(補 4x) 重量 1.550g 入数１
ｱｸﾘﾙ製凸ﾚﾝｽﾞ(115×95mm)、ｷｽﾞ防止ｺｰﾃｨﾝｸﾞ、補助ﾚﾝｽﾞ付

2,000 円(税込 2,100 円) 倍率 10x 重量 35g 入数 10
ガラス製凸レンズ(直径 19mm)

メタルルーペ１２ｘ

メタルルーペ 12X

観察鑑賞、
検査用に

ME-10 4901976170956

ダブルアームの正確な動きとレンズ部分の多彩な可動性能

ビッグアイアームＡ５ ＭＡ３ BEA-A5-M3 4901976175364
新商品

物体に近づいて覗き込むタイプです。
視野が限られるので接眼用途に。

15,300 円(税込 16,065 円) 倍率 3x 重量 880g 入数 1
[LSS] ｱｸﾘﾙ製非球面凸ﾚﾝｽﾞ(直径 100mm)、ｷｽﾞ防止ｺｰﾄ

ビッグアイシリーズ待望の
アーム型ルーペが機能も新たに再登場

ビッグアイアームＡ５ ＭＡ２ BEA-A5-M2 4901976175357

ルーペミニ 全４色
(ホワイト、ブラック、
カーキ、ワインレッド)

650 円(税込 682 円) 倍率 3x 重量 15g 入数 108(9B)
アクリル製凸レンズ(直径 40mm)

高倍率ルーペ

15,600 円(税込 16,380 円) 倍率 2x 重量 910g 入数 1
[LSS] ｱｸﾘﾙ製非球面凸ﾚﾝｽﾞ(直径 120mm)、ｷｽﾞ防止ｺｰﾄ

ビッグアイアームＡ５ Ｔ４倍 BEA-A5-T4 4901976175340

1,400 円(税込 1,470 円) 倍率 3x 重量 25g 入数 36(6B)
アクリル製凸レンズ(直径 50mm)

ルーペミニ

直径 100mm
倍率３倍
アクリル非球面

ビッグアイアームＡ５ Ｆ角型

400 円(税込 420 円) 倍率 3x 重量 10g 入数 72(6B)
アクリル製フレネルレンズ(45×62mm)、厚 0.8mm

ケータイルーペＰ１４０

ＭＡ３レンズ

直径 140mm
倍率 1.8 倍
アクリル非球面

アームルーペ

FSS-1 4901976174114

FSS-2 4901976174121

ＭＡ２レンズ

机の脇に固定して広い範囲を動かせます。
作業の邪魔になりません。

小さくても高性能なルーペを取り揃え。
ＦＳＳレンズは特殊なフレネルレンズです。

2,800 円(税込 2,940 円) 倍率 2.8x 重量 10g 入数 6
アクリル製フレネルレンズ(68×50mm)、厚 2mm

左側がコートなし、右側がマルチコートの見え方です。
蛍光灯の光が映り込んでいますが、右側は文字が読めます。

品番・JAN コードの登録はありません
6,900 円(税込 7,245 円) 倍率 1.8x 重量 216g 入数 1
アクリル製非球面凸レンズ(直径 140mm)、マルチコート

携帯用ルーペ

ＦＳＳレンズ カードサイズ

レンズの表面にはいろんな波長の光が反射し、レンズの透過
率を低下させます。しかもレンズを通過する光は、レンズの
表と裏で２度も表面反射をします。この反射を抑えるため、
波長ごとに対応した反射防止膜をレンズの両面に何層も重
ねたのがマルチコート[多層膜コーティング]です。

ＭＡ３レンズ

ペンを回すと
レンズ部を
収納可能

1,900 円(税込 1,995 円) 倍率 1.75x 重量 16g 入数 48(6B)
アクリル製凸レンズ(8×92mm)

表面反射を抑えて透過率を上げる
マルチコート[多層膜コーティング]
＋ キズ防止の[ハードコート]
＋ 水をはじく[撥水コート]

マルチコート[多層膜コーティング]レンズとは…

ＭＡ２レンズ
ポケットリーダー

お出かけ先でもメニューやラベルが
さっと読める

PL-1 4901976173001

目にやさしく見やすい、
マルチコート非球面レンズ

新商品

２０１１年発売の新型レンズ２種
及び新型アームルーペの情報です

新商品

５倍小玉
レンズ
付

カバー色を
アイボリー
グリーンの
いずれか
選べます

全３色 (ブルー、
ピンク、グリーン)

CC-1 4901976172660

新商品のご案内

ブックリーダー
全３色(グレー、水色、桜色)

カバーとレンズが一体型
挟み込むから安心

270 円(税込 283 円) 倍率 3x(小玉 5 倍) 重量 10g 入数 75(5B)
アクリル製フレネルレンズ(50×55mm、小玉 15mm)、厚 1.2mm

2011.07
廃番

LOUPE

廃番及び
代替品の
ご案内

蛍光灯＋ルーペで見やすさ２倍増、遠くまで届く
アーム型のライト付きルーペ

アーム長
36＋36cm

[●蛍光灯ライト]

普通電球 60W 相当の
チラつきの無いインバータ蛍光灯
レンズ角度は上下方向に
１20 度可動、調整自在。

レンズライトアーム型

専用クランプ付
レンズカバー付
補助レンズ付

クランプは
板厚 6.3cm
まで
取付可能

2010.10
変 更

ヘッドルーペ「メガビュースリムＮ」(全３色)
(MGS-N-1、2、3)

収納袋の生地を「フエルト調」から
「スエード調」に切り替えました。

2011.02
変 更

ライト付き手持ちルーペ「ライトルーペＬ」
(BL-5)

ライトの光源を「ニップル球」から
「ＬＥＤ」に変更しました。

2011.03
追 加

ヘッドルーペ「メガビューコンパクトＮ」
(MGC-N)

本体のホールド感を高めるため
「後頭部アダプタ」を追加しました。

2010.04
廃 番

ﾌﾚﾈﾙﾚﾝｽﾞ「ニュースリーダー(旧)」(BN-1)
「ブックリーダー(旧)」(BB-1)

「ニュースリーダー」「ブックリーダー」
(BN-2)(BB-2) にリニューアル。

2010.05
廃 番

卓上ルーペ「デスクルーペ」
(DS-1)

恐れながら代替品はございません。
その他の卓上ルーペをご検討下さい。

2010.07
廃 番

スタンドルーペ「スタンドルーペＧ２」
(BG-2)

「ビッグアイスタンドＴ2 倍」(BES-T2)
「ビッグアイ-S3 T2 倍」(BE-S3-T2)

2010.12
廃 番

携帯用ルーペ「ポケットグラスＥＸ」
(PG-1)ブラウン、ワインレッド

恐れながら代替品はございません。
その他の携帯用ルーペをご検討下さい。

仕事はもちろん
趣味の手作業や
読書にどうぞ
ヘッドルーペの
基本形です

ヘッドルーペ
１９９６年から続く人気商品「メガビュー」
視野が広く、レンズ交換も簡単です。
メガビューＮ

MG-N 4901976172820

メガネ感覚で楽に使えて
収納・携帯もできる
折り畳めてコンパクト

MGC-N 4901976172752

5,900 円(税込 6,195 円) 倍率 1.7x、2x、2.5x 重量 68g 入数 10
[共通] アクリル製凸レンズ(100×50mm)、キズ防止ｺｰﾃｨﾝｸﾞ

メガビュースリムＮ ﾜｲﾝﾚｯﾄﾞ MGS-N-1 4901976173414
6,600 円(税込 6,930 円) 倍率 1.7x、2x、2.5x 重量 59g 入数 10
[共通] アクリル製凸レンズ(100×50mm)、キズ防止ｺｰﾃｨﾝｸﾞ
メガビュースリムＮ ﾌﾞﾙｰｸﾞﾘｰﾝ MGS-N-2 4901976173421
6,600 円(税込 6,930 円) 倍率 1.7x、2x、2.5x 重量 59g 入数 10
[共通] アクリル製凸レンズ(100×50mm)、キズ防止ｺｰﾃｨﾝｸﾞ

新たに後頭部アダプタを標準装備
ホールド感が更にＵＰしますので
お好みで取り付けて下さい

メガビュープロＬＥＤ-Ｎ

MGL-N 4901976173308

9,800 円(税込 10,290 円) 倍率 1.7、2、2.5、4x、重量 156g、入数 10
[共通] アクリル製凸レンズ(100×50mm)、キズ防止ｺｰﾃｨﾝｸﾞ
+アクリル製凸レンズ単眼 4x(直径 35mm)

1.8 倍から 4 倍までレンズが選べるレンズ
セレクトシステム採用。ライト付きもあり。
ビッグアイスタンドＦ丸型

NEW

収納袋付き

シリーズ最軽量５９g
選べるカラー３種類
WineRed

メガビュー
スリム N
※色３種類あり
調節ベルト式

BlueGreen DarkBrown

体にも共通して使えます。
レンズケース付き。オプ
ションで３倍レンズあり。
１０×５センチの枠なし
レンズが、広い視野と作
業性を確保します。

ビッグアイスタンドＴ２倍

BES-T2 4901976174428

ビッグアイスタンドＭＡ２

4 倍単眼レンズ
もつきます
レンズ 2 枚
重ねも可能

BES-M2 4901976174800

新商品

BES-M3 4901976174817

15,600 円(税込 16,380 円) 倍率 3x 重量 1,200g 入数 1
[LSS] ｱｸﾘﾙ製非球面凸ﾚﾝｽﾞ(直径 100mm)、マルチコート

ビッグアイ-Ｓ３ Ｆ角型

メガネをかけたままでも
使えます。レンズの跳ね
上げも可能。差し込み式
なので取り付け取り外し
も簡単。ベルトはフリー
サイズで調整可能。

BE-S3-T3 4901976174732

[ルーペ本体]＋選べる[レンズ]
だからレンズのみ買い増しも
できて、便利で経済的です。

ビッグアイ-Ｓ３ ＭＡ２

BE-S3-M2 4901976174749

14,900 円(税込 15,645 円) 倍率 1.8x 重量 1,166g 入数 1
新商品
[LSS] ｱｸﾘﾙ製非球面凸ﾚﾝｽﾞ(直径 140mm)、マルチコート

ビッグアイ-Ｓ３ ＭＡ３
新商品

BE-S3-M3 4901976174756

14,600 円(税込 15,330 円) 倍率 3x 重量 1,100g 入数 1
[LSS] ｱｸﾘﾙ製非球面凸ﾚﾝｽﾞ(直径 100mm)、マルチコート

税別 4,000 円

【２】 非球面凸レンズ
Ｔ２倍レンズ
Ｔ３倍レンズ
Ｔ４倍レンズ

ビッグアイ-Ｓ３（左から）
ＭＡ３、ＭＡ２、Ｔ３倍、Ｔ２倍、Ｆ角型

CO-1 4901976172110

11.09 6,800 円(税込 7,140 円) 倍率 2x(補 4x) 重量 240g 入数 6
廃番 ｱｸﾘﾙ製凸ﾚﾝｽﾞ(115×95mm)、ｷｽﾞ防止ｺｰﾃｨﾝｸﾞ、補助ﾚﾝｽﾞ付

データリーダー

蛍光灯＋ルーペで 本体はフレキシブ
見やすさ２倍増 ルアームを採用。
取り換え蛍光灯は

[●蛍光灯ライト] 市販品でＯＫ。

読書の友

税別 4,800 円
税別 4,500 円
税別 4,200 円

補助レンズは直径 35mm、4 倍の拡大率です。
[LSS]はレンズ交換可能なレンズセレクトシステムの略です。

首ふり
上下も
自在。
反射防止
カバー付

４倍
補助
レンズ付属

データリーダー

ＭＡ２レンズ
ＭＡ３レンズ

税別 6,900 円
税別 6,600 円

安定した握りを極めたロングセラー
手持ちルーペの基本形

見やすさ・持ちやすさ抜群の定番タイプ。
ライト付きもお求めやすくご用意。
EH-1 4901976170239

2,400 円(税込 2,520 円) 倍率 2.5x 重量 124g 入数 15(5B)
アクリル製凸レンズ(80×80mm)、キズ防止ｺｰﾃｨﾝｸﾞ

ハンドルーペ ｽﾀﾝﾄﾞ付 ｸﾞﾚｰ

スタンドは収納だけで
なく、固定台にもなり
持っても置いても使える

角度調整
自在。柄の先が
斜めなので置い
たときに安定

ハンドルーペ /
スタンド付(グレー/赤)

軽くて使いやすいリーディングシリーズ

EH-2 4901976170277

大判
レンズ
直径
13cm

2,900 円(税込 3,045 円) 倍率 2.5x 重量 124g（ｽﾀﾝﾄﾞ別） 入数 10
レンズ仕様は EH-1 と同じ
2011.08 廃番

ハンドルーペ ｽﾀﾝﾄﾞ付 赤

EH-3 JAN はｸﾞﾚｰと同じ

2,900 円(税込 3,045 円) 倍率 2.5x 重量 124g（ｽﾀﾝﾄﾞ別） 入数 10
レンズ仕様は EH-1 と同じ
５倍の
小玉付

BR-1 4901976170697

リーディングルーペ大
リーディングルーペ小

リーディングルーペ 小

ライトがあれば手元が
明るくますます見やすい

BR-2 4901976170703

BR-3 4901976170819

1,600 円(税込 1,680 円) 倍率 2x(小玉 5 倍) 重量 80g 入数 24
アクリル製凸レンズ(100×50mm、小 20mm)

BR-4 4901976172813

2,800 円(税込 2,940 円) 倍率 2x 重量 220g 入数 10
アクリル製凸レンズ(直径 130mm)

ＬＥＤライト付き
ライトルーペ Ｌ

BL-5 4901976172509

2,200 円(税込 2,310 円) 倍率 2x(小玉 4 倍) 重量 210g 入数 20
アクリル製凸レンズ(直径 85mm、小 20mm)、キズﾞ防止ｺｰﾃｨﾝｸﾞ

リーディング
ルーペ 持ち手が
ハンディ 折り畳めて
コンパクト
持ち手が変形してスタンド型に

ライトルーペＬ

４倍小玉付

５倍の
小玉付

リーディングルーペ LL

1,500 円(税込 1,575 円) 倍率 2x(小玉 5 倍) 重量 90g 入数 24(6B)
アクリル製凸レンズ(直径 95mm、小 20mm)

リーディングルーペ ﾊﾝﾃﾞｨ

文字送りが簡単

読書の友

手持ちルーペ

ハンドルーペ

データ表の
読取に

横方向に２倍拡大の
文字・数字兼用ルーペ
本の上に
かまぼこ型
載せるだけ
片方向拡大は

補助レンズは直径 35mm、4 倍の拡大率です。
片方向拡大は置いた方向により縦長・横長に拡大されます。

1,000 円(税込 1,050 円) 倍率 3x(小玉 5 倍) 重量 40g 入数 36(6B)
アクリル製凸レンズ(直径 60mm、小 16mm)

BigEye Stand

事務作業
に最適

30cm 定規と読み取り用の赤ライン付

DT-1 4901976170581

LL-1 4901976172202

19,800 円(税込 20,790 円) 倍率 2x(補 4x) 重量 1,800g 入数 1
ｱｸﾘﾙ製凸ﾚﾝｽﾞ(115×95mm)、ｷｽﾞ防止ｺｰﾃｨﾝｸﾞ、補助ﾚﾝｽﾞ付

見るものや作業の違いに応じて高さを
スライド調節できます（10～16cm）

2,000 円(税込 2,100 円) 倍率片方向 2x 重量 110g 入数 16(4B)
アクリル製かまぼこ型レンズ(195×40mm)

リーディングルーペ ＬＬ

レンズライト卓上型

書見台とレンズ
をしっかりと平
行に固定。水平
から４段階の角
度調節可能です

いつも
ピッタリの
焦点で
読書三昧 SE

DA-1 4901976170840

2,600 円(税込 2,730 円) 倍率片方向 2x(凸 3x) 重量 118g 入数 10
アクリル製かまぼこ型レンズ＋凸レンズ(300×25mm、凸直径 37mm)

リーディングルーペ 大

蛍光灯ライト付き

読書三昧 SE
ページおさえは
スライド可動式

【３】 新商品 マルチコートレンズ

どなたでも扱いやすく
仕事や趣味にお薦め

普通電球 60W 相当のインバータ蛍光灯。
レンズは自在に角度調整（１２０度）可能

特大平板
レンズの
書見台

交換レンズは３タイプ６種類

曲線を活かした本体デザインと豊かな機能性。
全体に丸みを帯びて角が少なく扱いやすい。

レンズカバー付
補助レンズ付

12,500 円(税込 13,125 円) 倍率 3x 重量 1,110g 入数 1
[LSS] ｱｸﾘﾙ製非球面凸ﾚﾝｽﾞ(直径 100mm)、ｷｽﾞ防止ｺｰﾃｨﾝｸﾞ

挟んでロック
するだけだから
とても簡単です

(オプション) Ｆ丸型レンズもあります

レンズライト卓上型

読みにくく
目が疲れ
やすい方
に

拡大文字で
読みやすい

手元を広く照らします
読書や手作業に快適な
明るさを LED で実現
安全・省エネ・長寿命
角度調節も自在です

機能性の高い本体と大きなレンズ
の置き型ルーペ
コラムルーペ

【１】 薄型大判フレネルレンズ

BE-S3-T2 4901976174725

ビッグアイ-Ｓ３ Ｔ３倍

コラムルーペ

Ｆ角型レンズ

12,800 円(税込 13,440 円) 倍率 2x 重量 1,140g 入数 1
[LSS] ｱｸﾘﾙ製非球面凸ﾚﾝｽﾞ(直径 120mm)、ｷｽﾞ防止ｺｰﾃｨﾝｸﾞ

ビッグアイ-Ｓ３ Ｔ２倍

BEL-S3-M3 4901976174657
22,600 円(税込 23,730 円) 倍率 3x 重量 1,150g 入数 1
新商品
[LSS] ｱｸﾘﾙ製非球面凸ﾚﾝｽﾞ(直径 100mm)、マルチコート

ピント合わせ不要、置くだけで見えるデスク
ワークに便利なルーペを厳選しました。

4 つの可動部で、
ビッグアイシリーズは
[LSS]
使い方に合わせて
レンズセレクトシステム採用
自在な角度調節。
読書パソコン手作業に
LOCK 用途にあわせて
レンズを交換で
きるクリップ式

ビッグアイスタンド （左から）
ＭＡ３、ＭＡ２、Ｔ４倍、Ｔ３倍、Ｔ２倍、F 角型、F 丸型
アルミ角柱と円形台座の安定した作り、ネジ部も大きく使いやすい

12,000 円(税込 12,600 円) 倍率 1.8x 重量 1,120g 入数 1
[LSS] アクリル製フレネルレンズ(300×250mm)、厚 2mm

ビッグアイＬＥＤ-Ｓ３ ＭＡ３

卓上ルーペ

ビッグアイシリーズの基本形。
関節が多いので角度を自在に変えられる。

BE-S3-F 4901976174718

BEL-S3-M2 4901976174640
22,900 円(税込 24,045 円) 倍率 1.8x 重量 1,216g 入数 1
新商品
[LSS] ｱｸﾘﾙ製非球面凸ﾚﾝｽﾞ(直径 140mm)、マルチコート

DZ-5 4901976174206

11,000 円(税込 11,550 円) 倍率 1.8x 重量 1.370g 入数１
アクリル製フレネルレンズ(300×250mm)、厚 2mm

OPEN

Ｓ３は多彩な動きが
可能です。
レンズは
全方位に
回転可。
本体も全後
幅広く可動
します。

ビッグアイＬＥＤ-Ｓ３ ＭＡ２

ＬＥＤ-Ｎ

BES-T4 4901976174442

15,900 円(税込 16,695 円) 倍率 1.8x 重量 1,266g 入数 1
新商品
[LSS] ｱｸﾘﾙ製非球面凸ﾚﾝｽﾞ(直径 140mm)、マルチコート

ビッグアイスタンドＭＡ３

読書三昧ＳＥ

レンズは取り外し簡単で縦にも横にも使えます。（Ｆ角型レンズ使用）

BES-T3 4901976174435

13,200 円(税込 13,860 円) 倍率 4x 重量 1,160g 入数 1
[LSS] ｱｸﾘﾙ製非球面凸ﾚﾝｽﾞ(直径 80mm)、ｷｽﾞ防止ｺｰﾃｨﾝｸﾞ

読書用の台とハイクリアーフレネルﾚﾝｽﾞが
一体になりました。30×25cm 大判ﾚﾝｽﾞ。

スリムＮ

[●LED ライト]
ビッグアイＬＥＤ-Ｓ３（左から）
ＭＡ３、ＭＡ２、Ｔ３倍、Ｔ２倍、Ｆ角型

昼光色
ＬＥＤ搭載
1800Ｌｘ

プロ

13,500 円(税込 14,175 円) 倍率 3x 重量 1,210g 入数 1
[LSS] ｱｸﾘﾙ製非球面凸ﾚﾝｽﾞ(直径 100mm)、ｷｽﾞ防止ｺｰﾃｨﾝｸﾞ

ビッグアイスタンドＴ４倍

書見台つきルーペ

BES-FS 4901976174411

13,800 円(税込 14,490 円) 倍率 2x 重量 1,240g 入数 1
[LSS] ｱｸﾘﾙ製非球面凸ﾚﾝｽﾞ(直径 120mm)、ｷｽﾞ防止ｺｰﾃｨﾝｸﾞ

ビッグアイスタンドＴ３倍

[LSS]はレンズ交換可能なレンズセレクトシステムの略です。

＜レンズのみ単品販売可＞
1.7 倍レンズ 1,500 円
2 倍レンズ
1,500 円
2.5 倍レンズ 1,500 円
3 倍レンズ
1,500 円
4 倍レンズ
1,000 円

BES-FR 4901976174404

13,000 円(税込 13,650 円) 倍率 1.8x 重量 1,220g 入数 1
[LSS] アクリル製フレネルレンズ(300×250mm)、厚 2mm

BEL-S3-T3 4901976174633
20,500 円(税込 21,525 円) 倍率 3x 重量 1,160g 入数 1
[LSS] アクリル製非球面凸レンズ(直径 100mm)、キズ防止ｺｰﾃｨﾝｸﾞ

レンズ３枚付き（MGL-N
は＋単眼４倍）で、どの本

13,000 円(税込 13,650 円) 倍率 1.8x 重量 1,170g 入数 1
[LSS] アクリル製フレネルレンズ(直径 250mm)、厚 2mm

ビッグアイスタンドＦ角型

ビッグアイＬＥＤ-Ｓ３ Ｔ３倍

巾着袋付き

暗い場所でも使える
連続使用約 50 時間
省エネＬＥＤ３灯使用
メガビュー
プロＬＥＤ-N
調節ベルト式
単 4 電池 3 本付

BEL-S3-T2 4901976174626
20,800 円(税込 21,840 円) 倍率 2x 重量 1,190g 入数 1
[LSS] アクリル製非球面凸レンズ(直径 120mm)、キズ防止ｺｰﾃｨﾝｸﾞ
コンパクトＮ

肌に優しい
ウレタン
パッド採用

[●白色ＬＥＤライト]

[共通]メガビューレンズはシリーズ共通。お好きな倍率に交換可能です。
３枚セットが標準仕様。重量表記はすべて２倍レンズ装着時。
メガビュープロＬＥＤ-Ｎはライト付、乾電池付（重量は電池込）、
単眼４倍を加えた４枚セット、レンズ２枚重ね可能、と高機能です。

スタンドルーペ

ビッグアイＬＥＤ-Ｓ３ Ｔ２倍

[共通]

サンバイザー
タイプなので
髪型を乱さず
使わない時は
首や頭へ簡単
にずらせます

メガビュー
コンパクト N
サンバイザー型
スライド調節式

メガビュースリムＮ ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ MGS-N-3 4901976173438
6,600 円(税込 6,930 円) 倍率 1.7x、2x、2.5x 重量 59g 入数 10
[共通] アクリル製凸レンズ(100×50mm)、キズ防止ｺｰﾃｨﾝｸﾞ

ＬＥＤライト付き

20,000 円(税込 21,000 円) 倍率 1.8x 重量 1,170g 入数 1
[LSS] アクリル製フレネルレンズ(300×250mm)、厚 2mm

メガビューN ひさしごとレンズの
マジックテープ式 跳ね上げができます

6,900 円(税込 7,245 円) 倍率 1.7x、2x、2.5x 重量 90g 入数 10
[共通] アクリル製凸レンズ(100×50mm)、キズ防止ｺｰﾃｨﾝｸﾞ

メガビューコンパクトＮ

ＬＥＤライト付き
ビッグアイＬＥＤ-Ｓ３ Ｆ角型 BEL-S3-F 4901976174619

早変わりする
ハンドルーペ
持って置いて
どちらでも

[●ＬＥＤライト]

ニップル球ライト付き
ライトルーペ Ｎ-１５０

BL-3 4901976172318

レンズは角型３倍と
丸型 2.2 倍
[●ニップル球ライト]

1,500 円(税込 1,575 円) 倍率 3x 重量 140g 入数 20
アクリル製凸レンズ(50×43mm)、キズ防止ｺｰﾃｨﾝｸﾞ

ライトルーペ ＤＸ

BL-4 4901976172462

1,700 円(税込 1,785 円) 倍率 2.2x 重量 130g 入数 10
アクリル製凸レンズ(直径 75mm)、キズ防止ｺｰﾃｨﾝｸﾞ
ライトルーペＬは電池付き（重量は電池込）です。
ライトルーペＤＸは電池「別売」です。
ライトルーペ N-150 は電池付き（重量は電池込）です。

ライト
ルーペ N-150、DX

