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軽い薄いオシャレ！
度 が 強 い人向けメガネ

専門店のイチオシ
高品質でお得なフレーム＆レンズ

そんな 悩 み から解

キャンペーン！

レンズのみの交換もOK

９月30日（金）まで

ＳＥＩＫＯレンズ
A-ZONE
最大

近視・遠視・乱視がかなり強くて、メガネは家でしか使えない…。そんな人も「メガネの大宝堂」で、

通常価格より

２万5500円割引！

見えやすくオシャレなメガネを叶えませんか？ 高品質で幅広い商品ラインナップと専門スタッフの
丁寧なフィッティングで、見え方・かけ心地の悩みに応えます

＊コーティング・オプション薄型加工付

フレームも多彩な品揃え。専門スタッフがいる安心感

近 視・遠 視・乱 視が強い人の“ 救 世 主 ”

●レンズの特性を見極め、薄く見せる
フレームを提案

レンズ Ａ‐ＺＯＮＥ

●軽量素材や多彩なカラー・形状が
そろうから選択肢が広い！

今までにないレンズの薄さと、
クリアな見え心地は感動的。度数が強いメガネで
よくある、目が小さく見える・顔の輪郭がゆがむなどの悩みを軽減してくれます

●1人ひとりの顔の形やスタイルに合わ
せて、
スタッフがプロの視点でアドバイス

乱視が強い人もくっきり！

従来のレンズ

左／42,900円（ATTRACT APC1419）
右（上から）／47,300円（G4 1683）、30,800円（TI-FEEL
TI901）、28,600円（ジョンレノン JLA104）

従来のレンズでは隅の方に
ゆがみが出てしまうものでし
たが、A-ZONE（右）なら広い
範囲でクリアなイメージに！

A-ZONE

メガネの選び方で、見た目もここまで変わる！

＊当社指定レンズに限る

➡

通常価格より

10％OFF!

度が強いと、メガネの重さや見た
目が気になって、外ではメガネを
着けたくない…という人も

国産・高品質でお得なレンズ付きプラン

専門店の視力測定＆フィッティング
30～40分、様々な視点から細かく測定。見え方
もかけ心地も妥協しない専門スタッフがオー
ダーメイドの一本に仕上げます
視力測定
だけでも
視力測定
お気軽に！

大宝堂×鯖江 オリジナルブランド

アイクラフト
かけ心地に何よりこだわる大宝堂と、鯖江の職人技でおりなす
「メガネ専門店がつくるメガネ」

●遠視・近視・乱視用

5,500円

ビジネス・カジュアル
幅広いシーンで活躍する一本

レンズの厚さとフレームの大きさを
変えるだけで、見た目が全然違う！
オシャレなメガネも楽しめそう

使うほどに分かる見え方・かけ心地の良さ！

メンズ・レディースともに、多彩なデザインフレームがそろうのも魅力！

アイクラフト
フレーム購入で

自分でも知らない
目の特徴が明らかに！
遠くや近くを見る力、利き
目、目の動き、近くのピント
の合い方…細かく測定

さりげなくオシャレな目元に
ブラック×べっこう柄のバイカラー

トレンドのクリアフレームも
使いやすい絶妙カラー

▼
鼻あてやフレームの調整

●遠近両用・室内用

11,000円

薄型レンズ同一料金！

※UVカット・汚れがつきにくい
超撥水コート付
※当社指定レンズ

TP-001 Col.2

30,800円

IN-001 Col.3

35,200円

IN-C01 Col.3

長年の経験・様々な道具を
駆使する職人技

37,400円

数 十 種 類 にもおよぶ 道 具
を 使 い 分 けミリ単 位で 調
整。か け心 地 良く、疲 れづ
らいメガネに

※上記金額はフレーム代金＋5,500円レンズ適用の場合の価格です

お 買 い 得 な３つ の 均 一 プ ライス セットも充 実！
❶フレーム

セルやメタル、
ラウンド、
ボストン
など、素材・形・色も選べます

❷レ ン ズ

遠用・近用・遠近両用・室内用・
パソコン用などから選べます

❸保

見え方、破損などもサポート！
※有効期限・条件があります

＋
＋

証

見た目の悩みを解消！
オシャレな雰囲気に

メガネレンズ

小さめフレーム＋
超薄型レンズ の場合

レンズ周辺部のゆがみが少なくてクリアな視界！
横目で見た時のボケやゆがみも軽減されています

レンズが厚くて目が小さく、
輪郭が歪んで見える …

上通本店スタッフも「A-ZONE」愛用中!

大きめフレーム＋

通常レンズ の場合

強度近視の人から
「使ってよかった」の声多数

その他のレンズもお得！

放！

〈PR〉

深みのあるレッドカラーで、
秋の装いのアクセントに！

▼
フィッティング
「人の手」なくして
メガネは完成しない！

樹脂製で驚くほど軽い！
トレンド感あるラウンドフレーム

顔色をパッと明るくする
大人の上品ピンク

カンペキにフィットしてこそ、
メガネの本領を発揮します

プランA

13,200円

保証・アフターサービスも充実！

プランB

17,600円

プランC

●見え方保証 ●破損・キズ保証 ●品質保証
●電話によるアフターフォロー
●各種無料アフターサービス

22,000円

※均一プライスセットはVisioでの取扱いなし

上通本店 ℡.096-354-2155

健軍店 ℡.096-367-6300

光の森店 ℡.096-232-4455 嘉島店 ℡.096-285-8441

営業／10:00～19:00、無休
住所／中央区上通町5-6

営業／10:00～18:30、水曜休
住所／東区若葉１-13-７

営業／10:00～19:00、無休
住所／菊陽町光の森２-30-３

営業／10:00～18:30、火曜休
住所／嘉島町大字上島字芝原2034

＊全店駐車場完備、新型コロナウイルス感染防止対策として、店内の除菌・消毒・換気を徹底しています。
スタッフの

田崎橋
終点

天野整形外科
・皮ふ科医院
田崎店
田崎眼科
クリニック

田崎店 ℡.096-288-5252
営業／9:30～12:30
13:30～18:00
水曜午後・日・祝日
住所／西区田崎1-3-76

通町筋電停
ビッグエコー

●

高柳時計宝飾店 ●

Visio ■

● 鶴屋

ドン・キホーテ
●

駕町通り

緑川

レッツ
リハ！

下通り

至城南

●

至田崎市場

266

●
445

ヒライ

●
ケーズ
デンキ
イオンモール
熊本

デサキ

●

ステーキ

Visio ℡.096-322-6264
営業／10:30～19:30、無休
住所／中央区下通1-5-14 TTビル1階

マスク着用・検温を実施。来店の際はマスク着用・手指消毒にご協力下さい。営業時間は変更となる場合があります

※９月13日
（火）は、社内研修のため臨時休業とさせていただきます。健軍店・玉名店のみ営業です。詳しくは、HPをご覧ください

価格はすべて税込

