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子供の学習と経験の大部分は目を通して行われます。1 幼い子供の視覚系が最適に機能していない場
合、このことは子供の発育に負の影響を与える恐れがあります。2 特に近視の子供の目には、最善のサポー
トを提供することが重要になります。
実際、近視の発症率の高さは特にアジア地域で深刻な問題となっており、若者の90%近くが20歳を迎える
前に近視を発症しています。3 さらに、これは世界的な傾向です。2050年には、世界人口の50%が近視に
なっているかもしれません。4
ZEISSはこの問題に対応するために、6〜12歳の子供のための特別なメガネレンズを開発しました。

親が子供の将来により良い展望を持てるように

 日本
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ZEISS MyoKids Lenses
近視の子供のために特別に設計された新しいメガネレ
ンズ
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新しい革新的なフリーフォーム設計のZEISS MyoKids ®は、成長過程にある子供の目に合わせて設計されて
おり、調節ラグ理論を適用しています。新設計は、近見作業時の調節ラグを最低限に抑えながら、あらゆる
距離でクリアかつ快適な視界を提供します。
子供が近距離を見る際の目の負担を緩和することが子供の目の健康な成長にとって大切です。ZEISS
MyoKidsレンズは、子供のニーズに合わせて特別に設計された新しい革新的なレンズです。

設計

メリット

詳細

更なる目の保護

近視の子供のための新しいメガネレンズ
 ZEISS MyoKidsの設計

調節ラグ理論を適用し、近見作業時の調節ラグを低減させながら1、あらゆ
る距離でクリアかつ快適な視界を提供します。2
 ZEISS デジタルインサイドテクノロジー

ZEISS MyoKidsレンズは現代的な子供のライフスタイルに合わせて最適化さ
れており、今日の子供の、勉強など近距離を見る作業中やデジタル機器使
用時の目を人間工学的にサポートします。
 ZEISS AgeFit Juniorテクノロジー

子供向けに特別に設計。フリーフォーム光学設計を近視の子供に合わせて
最適化しました。(装用状態および解剖学的特徴)

装用者にとっての利点
 子供の解剖学的特徴とライフスタイルに合わせて特別に設計
 近視の子供の目をサポートする特別設計1
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 今日の子供の近距離を見るタスクやデジタルライフを人間工学的にサポート

10人中9人
の親がテストレンズを子供のために購入す
ると回答8。




ZEISS MyoKids Lensの設計
ZEISS デジタルインサイドテクノロジー




機能

メリット

 6〜12歳の子供のほとんどはデジタル機器を日常的に使用9

 近見作業時に人間工学的なサポートを提供

 デジタルインサイドテクノロジーを搭載し、現代的な子供のライフスタイルに合

 今日の子供のデジタルライフをサポート

わせて最適化

子供のライフスタイルに合わせて、更なる目の保護を提供
UVプロテクトテクノロジーを搭載した
ZEISSレンズ

ZEISS PhotoFusion （調光）

ZEISS DuraVision BlueProtect
（ブルーライトカットコーティング）

子供は外で遊び、定期的に運動をすべきです。子
供の目を有害な紫外線から守るには、紫外線カッ
ト機能が欠かせません。ZEISSのUVプロテクトテ
クノロジーはクリアレンズで紫外線100%プ ロ テ
クションを提供します。

詳細はこちらから

子供は活動的でダイナミック。走ったり遊んだり、家
の中と外をすばやく行き来します。そこで、光の透
過レベルを簡単に切り替えることが重要になりま
す。ダイナミックなライフスタイルには、現在市場
に出回っている調光レンズの中でも特に素早く
色が変化するZEISS PhotoFusionが最適で
す。

今日の子供はデジタル世界で成長しています。幼
い頃から、スマートフォン、ビデオゲームやテレビなど
のデジタル機器で遊び、学んでいます。従って、デ
ジタル機器が発するブルーライトから子供の目を守
ることが重要になります。ZEISS DuraVision
BlueProtectはデジタル生活に対応したコーティ
ングです。

詳細はこちらから

詳細はこちらから

サン＆フィルターレンズ
製品ラインナップ

ZEISSのDuraVision® BlueProtect
ZEISSが提供する青紫光遮断ソリューショ
ン。

関連製品

ZEISS 近視の子供のためのメガネレン
ズ
子供のために特別に設計されたメガネレ
ンズ
詳細はこちらから

ZEISSは世界有数の眼鏡レンズのリーディングサプラ
イヤーとして、最高の精度と快適性を追い求め続
けています。ZEISSはレンズ、機器や測定システムを
設計、製造すると同時に、販売コンセプトと技術サ
ービスを提供することでビジョンケアのスタンダードを
高め続けています。

詳細はこちらから

詳細はこちらから

お問い合わせはこちら
ZEISSカスタマーサービス
 072-493-3507
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