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メガネルーペ　グースネックルーペ

SPECTACLE MAGNIFIER
GOOSE NECK LOUPE

：硝子レンズ使用

吊り下げ対応パッケージをご希望の場合は､品番の末尾にFを付けてご注文ください。

：プラスチックレンズ使用 ：吊り下げ対応パッケージあり硝子 ：白硝子レンズ使用 プラ フック 白硝子 

SPECTACLE MAGNIFIER

15 ●表示サイズはレンズサイズです。

メガネルーペ　　両手が使える双眼ルーペR 

クリップルーペミニ

No.1701 30

¥ 750 (税別)
●内箱入数：20

4.5倍 m/m

グースネックルーペクリップ式

No.1720PC

100 ¥ 5,000 (税別)
●内箱入数：5
[アームの長さ：23cm]

m/m

2倍＆4倍(小レンズ)

グースネックルーペスタンド式

No.1720PS

100 ¥ 5,000 (税別)
●内箱入数：5
[アームの長さ：23cm]

m/m

2倍＆4倍(小レンズ)

プラ フック 

プラ 

ハードコート 

フック 

プラ 

ハードコート 

フック 

グースネックルーペ読書用

No.1730 140x193

¥ 5,000 (税別)
[アームの長さ：23cm]
●レンズはフレネルレンズです

1.8倍 m/m

フック プラ 

マグネットルーペ

No.1720PM

100 ¥ 5,200 (税別)
●内箱入数：5
[アームの長さ：23cm]

m/m

2倍＆4倍(小レンズ)

プラ ハードコート フック 

セット箱入

No.HF-20ABC

¥ 7,600 (税別)
●内箱入数：10
●レンズ3個入セット

No.HF-20BF

¥ 3,500 (税別)

2.5倍

●内箱入数：10
●ケースなし

No.HF-10BF

¥ 4,500 (税別)

2.5倍

●内箱入数：10
●ケースなし

2倍＆2.5倍＆3倍 No.HF-10ABC

¥ 8,800 (税別)
●内箱入数：10
●レンズ3個入セット

2倍＆2.5倍＆3倍

ハードコート プラ ハードコート プラ ハードコート プラ ハードコート プラ 

フック式

小型でコンパクトなのにA4サイズの紙面に十分対抗
できるワイドフレームの読書用ルーペです。ネックの
部分が自由に動くので、レンズ面の位置と、向きを自
由に調節することができます。

No.HF-30D ¥ 5,700 (税別)

No.HF-30E ¥ 5,700 (税別)

1.6倍

2倍

●ソフトケース、レンズクロス付

No.HF-40D ¥ 4,200 (税別)

No.HF-40E ¥ 4,200 (税別)

1.6倍

2倍

●ソフトケース、レンズクロス付

※このメガネは使用方法として撮影
したもので売物ではありません｡

メガネタイプ クリップタイプ

レンズはね上げ可 レンズはね上げ可
ハードコート プラ ハードコート プラ 

No.HF-D1 ¥ 2,200 (税別)

No.HF-E1 ¥ 2,200 (税別)

No.HF-F1 ¥ 2,700 (税別)

1.6倍

2倍

交換レンズ
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No.HF-30DE ¥ 7,900 (税別)1.6倍＆2倍

●ソフトケース、レンズクロス、レンズ2ケ付

メガネタイプ＋交換レンズ

ハードコート プラ 

No.HF-40DE ¥ 6,400 (税別)1.6倍＆2倍

●ソフトケース、レンズクロス、レンズ2ケ付

※このメガネは使用方法として撮影
したもので売物ではありません｡

クリップタイプ＋交換レンズ

ハードコート プラ 

大型レンズタイプ

ハードコート プラ 
2.3XレンズはHF-60専用です。

2.3倍

グースネックルーペ

双眼メガネルーペは､メガネの感覚そのままで､

両眼で見る事が出来る便利で見やすい高性能ル

ーペです｡ご家庭での辞書など小文字の文献解

読に､DIY･ホビー､魚釣り等にも威力を発揮し

ます｡又､業務用としても､製版業務､時計などの

精密メカの作業等に満足出来る効果をお約束致

します｡医療関係にも幅広くご好評をいただい

ております｡是非､お試しください｡

※このメガネは使用方法として撮影
したもので売物ではありません｡

交換レンズ

メガネ使用で
ない方に

No.HF-20A ¥ 3,800 (税別)

No.HF-20B ¥ 3,800 (税別)

No.HF-20C ¥ 4,000 (税別)

2倍

2.5倍

3倍

●内箱入数：10
●クリップ式

3倍
12～19cm

2.5倍
15～25cm

2倍
17～30cm

1.6倍
22～35cm

倍率
作動距離

※距離には個人差があります。

No.HF-10A ¥ 5,000 (税別)

No.HF-10B ¥ 5,000 (税別)

No.HF-10C ¥ 5,200 (税別)

2倍

2.5倍

3倍

●内箱入数：10
●メガネ式､ケース付

ハードコート プラ 

ハードコート プラ 

メガネタイプ

クリップタイプ

●内箱入数：10

No.HF-A1 ¥ 1,800 (税別)

No.HF-B1 ¥ 1,800 (税別)

No.HF-C1 ¥ 2,000 (税別)

2倍

2.5倍

3倍

ハードコート プラ 
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ハンディールーペグラス 軽くてかさばらないので持ち運びに便利です。

両手を使う組み立て作業などにも使えて大変便利です。

双眼メガネルーペはメガネを使用している感覚で使用できるルーペです。
時計工具、手芸、トールペイント、シャドーボックス、ビーズアクセサリーにも
非常に便利なルーペです。メガネをかけたままでもご利用頂けます。
※ほとんどのメガネでご利用頂けますが、特種な形状のメガネの場合使用できない可能性もあります。

ルーペが必要ない時は手軽に
レンズの跳ね上げが可能です。

レンズ取り外し、取り付けも簡単

No.HF-60

No.HF-60D 1.6倍 ¥7,500 (税別)

No.HF-60E 2倍 ¥7,500 (税別)

No.HF-60F 2.3倍 ¥8,000 (税別)

No.HF-60DE 1.6倍+交換レンズ2倍付 ¥9,700 (税別)

No.HF-60DEF 1.6倍+交換レンズ2倍&2.3倍付 ¥12,400 (税別)
●カラー：黒・クリア・ワインレッド
●セミハードケース、レンズクロス付き
意匠登録番号1567304

No.LG-10S 2倍 ¥1,800 (税別)
●内箱入数：10
●ケース付 プラ

プラ ハードコート

●メガネをかけたままでもご使用になれます。
●コンパクトだから、ポケット・ハンドバックに入れても
　かさばりません。

ワインレッドクリア黒


