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［度付きレンズ込み］ 薄型非球面レンズ標準搭載 ●反射防止マルチコート ●キズ防止ハードコート ●UV360

＋1.50 ＋2.00 ＋2.50 ＋3.00 ＋3.50 ＋4.00
オーダーレンズ (処方箋 ) 対応可能
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フレームのみ

老眼鏡専用モデル

ベーシック フラット プレシャス アイライン
特別価格

特別価格

Nsta
Nスタ

近用・遠用・遠近両用（累進レンズ）対応！

OP（オーピー）
（ベーシック・アンティーク )

16,500円（税込）
29,700 円の品

（アイライン )

19,800円（税込）

13,200円（税込）

13,200円（税込）

26,400円（税込）

16,500円（税込）

26,400円（税込）

29,700 円の品

PG201 オーバル 　［楕円形型］ 全8色/ ベーシック・フラット・プレシャス

全5色/ アイライン

使い勝手が良くなじみやすいデザイン

PG202 スクエア 　［長方形型］ 全7色/ ベーシック・フラット・プレシャス

全6色/ アイライン

知的で洗練された印象をあたえるデザイン

PG293 アンダーリム［ハーフリム］ 全12色/ ベーシック・フラット

選べる

7度数

オーダーレンズ

※大阪リーガロイヤルホテル店、福井駅前店では視力測定対応可能！

<OP+オーダーレンズセット参考価格 >
◆単焦点レンズ  　  24,420円（税込）～
◆累進レンズ 　 　  34,320円（税込）～

今ならセットでお得！

オーダーレンズ
（眼鏡処方箋）

10％OFF

選べる

7度数

※別途

視線の移動がスムーズ !

近くも遠くも視線移動がラクで機能的なデザイン

Nスタ 2TONE

選べる

7度数

TR（テール）
19,800円（税込）～

鯖江の職人技が光る逸品

近用・遠用・
遠近両用（累進レンズ）対応！

老眼鏡専用モデル

mini（ミニ）
16,500円（税込）

耳にかけない
リーディンググラス TVで話題

スマホケースに入る！
TVで話題

スマホケースに入る！
選べる

7度数
選べる

7度数

近用・遠用も対応！掛け心地とフィット感を重視し改良されたモデル。 選べる

7度数
老眼鏡専用モデル

ライト
16,500円（税込）

近用・遠用も対応！

13,200円（税込）

16,500円（税込）

四 季

おまたせしました！マクアケでも大好評 !!

スタンダード
スタクラ 9,900円（税込）～

16,500 円～の品

日本の四季をイメージして
つくられた特別なカラー

Nスタにフロントとテンプルを
異なる色で組み合わせた
一味違うおしゃれな
2TONE カラー登場！

New掛
けや

すさ UP!

26,400 円の品

New掛
けや

すさ UP! 今月の
おすすめ商品

在庫
限り！

選べる

7度数

ご自身で
かけ心地を
調整できる
モダン 9,900円（税込）

16,500 円の品
ピライト2TONE
老眼鏡専用モデル

自分で掛け心地
調整ができる !数量

限定
選べる

7度数
選べる

7度数

残り
わずか！

16,500円（税込）～PG2サングラス
29,700 円～の品

オーダーレンズ度付き出来ます

※店舗によって一部お取り扱いがない商品がございます。　※数量限定・在庫限りの商品は数に限りがございますので売り切れの際にはご容赦ください。　



TEL：0778-42-5679 ［10:00～18:00（土日祝、年末年始を除く）］  メール：contact@paperglass.jp 

ホームページ

直営店一覧

各ショップにて「来店予約」「代引き配送」なども承っております。 詳しくは各店舗にお問合せください。

※商品のカラーは、撮影状況により商品と多少異なる場合がございます。また、商品は一点一点作っておりますので多少の仕様変更などございます。

www.facebook.com/paperglass.jp/ life_with_paperglass @PaperglassSabae

ペーパーグラスの安心サポート!

ホームページからもお買い求めいただけます www.paperglass.jp
オンラインショップ

ペーパーグラスを末永くご愛用いただけるよう、レンズ交換・メンテナンス・修理など、心を込めて対応させていただきます。

ペーパーグラス
直営店
営業ご案内

［福井］  福井駅前店 営業時間はホームページにてご確認ください　tel/0776-25-1378　
［東京］  帝国ホテル店 10時～19時　tel/03-6457-9107
［東京］  品川プリンスホテル店 11時～19時　tel/03-3445-1237
［東京］  新宿京王プラザホテル店 11時～19時（水曜定休・昼休憩あり） 　tel/03-5990-5279
［東京］  東急プラザ渋谷店 11時～20時　tel/03-5422-3456
［大阪］  淀屋橋 odona 店 11 時～20時　tel/06-4707-6107
［大阪］  リーガロイヤルホテル店 11時～19時（水曜定休）　tel/06-6743-4538
［福岡］  博多リバレイン店 10時半～19時半　tel/092-292-2319
［福岡］  POP-UP SHOP福岡三越店 11時～18時（昼休憩あり）
［京都］  アトリエペーパーグラス 13時～19時（金曜から火曜）　tel/075-211-6333

2021.12.28（火）まで！

はじめました！

@paperglass
登録はコチラ▲

クーポン

https://www.paperglass.jp/info/dealers/

本キャンペーンは予告なく変更・終了する場合があります。
他クーポンや優待割引との併用は不可。

目的や用途に合わせて選べるペーパーグラス

TR（テール）

OP（オーピー）

オーダーレンズ（処方箋）対応可能！

天地幅の広いメガネなら遠近両用にも最適

鯖江の職人ワザが光る逸品
※度付きレンズ込み

常用めがねとして
快適さと機能美が両立
※フレームのみでの販売

近用・遠用 (単焦点レンズ）対応フレーム

軽量でシンプルなデザイン！

今ならセットでお得です !

薄さはそのまま視界は広く！

近用・遠用・
遠近両用 (累進レンズ）対応フレーム

発売以来愛され続けている定番アイテム

ご自身で掛け心地を調整できる2トーンカラー

２つのトーンで季節を表現した四季カラー

さりげなくクラシックを楽しめるシリーズ

老眼鏡専用
スタンダード

ピライト２TONE

四季

スタクラ

前傾斜角がついて視線がスムーズ！

ライト

Nスタ

Nスタ 2TONE

mini( ミニ )

ご自身で掛け心地を調整できる軽量モデル

軽やかな掛け心地とフィット感を追求したデザイン

近視用（遠用）にも対応 !

耳かけない気軽に使えるちょいかけ眼鏡

Nスタにカラフルな２TONEカラー登場！

天地幅が広い

こんな方にオススメ：普段はコンタクトレンズ・普段は裸眼 こんな方にオススメ：遠くも近くもみたい

選べる

7度数
度付き
レンズ込みで
超お得！

側面の比較図

天地幅が狭い

プレゼント 

直営店とオンラインショップで

レンズ度数交換

メンテナンス (無料 )

修理・交換

掛け心地調整

レンズ度数交換［初回無料］
メーカーならではの、知識と確かな技術でお悩みを解決！

長くご愛用いただきたいので出来る限り修理させてください。使用中に曲げてしまった
場合や破損などについても、修理可能なものについては、 対応しておりますので、まず
は、ご相談ください。

ご購入後1ヶ月以内のレンズ度数交換「無料」
標準度数のみ（＋1.00、＋1.50、＋2.00、＋2.50、＋3.00、＋3.50、＋4.00） 対応可能です。

■掛け具合の調整 ■フレームの歪み直し 可能な限り調整させていただきます。
例えば、ご購入後「メガネがずり落ちてくる」、「メガネがゆるい感じがする」、「メガネで
顔の一部が痛い」といったご要望にもお応えいたします。お気軽にお問合せください。 
※調整無料、送料双方負担

レンズ度数交換［有料］
度数の進み具合に合わせてレンズだけの交換可能。

今ならレンズ交換10％OFF

■外れたレンズの直し

■超音波クリーニング ■ネジ締め・ネジの交換 ■アンダーリムの
   ナイロール交換

年末年始の営業は
ホームページを
ご覧ください

次回のお知らせ

詳しくはホームページにて
ご案内いたします。

12月上旬スタート予定


