
Madame&Monsieur

ROWGAN
Un guide 

pour pas rater 
des choses 

qu'on peut voir 
que maintenant

今しか見えない物事を見逃さないようにするための
老眼鏡を楽しむマダム＆ムッシュロウガンさんのガイドブック



左のページ、
30cmまで近づけて全ての文字が読めますか？
少しでも見づらいと感じる箇所があるなら、
老眼鏡の購入を考えてもよいかもしれません。

老眼は、ピントを合わせる目の “調節力”が衰える現象。

目は、近くのものを見るときに“調節力”を使って、

カメラのレンズのように見たいものにピントを合わせています。

目の中のレンズは、通常薄い形状で遠くを見ているので、

近くを見る時は、目の筋力を使ってレンズを膨らませていますが、

40歳以降、年齢が進むとその筋力が衰えレンズ自体が硬くなって、

膨らみにくくなり、見づらかったりぼやけて見えたりするのです。

特に、パソコンや読み物を扱ったり、手元の作業が多いなど、

目を酷使する仕事では、集中力が途切れストレスになることも。

誰にも必ず訪れる老眼とどうつきあっていくかは深刻な問題かもしれません。

しかし、眼鏡屋ブリンクは、これを深刻な問題とは捕らえません。

老眼になると近くは見えなくなるけれど、その分遠くが見渡せます。

若い頃は、物理的には何でも確かに見えたけど、

年齢を重ねたいまだからこそ見えるものがありますよね。

物事の本質、おしゃれの楽しさ、自分らしい未来……？

いままでしてきたのと同じように、おしゃれに健やかに老眼も楽しむ。

ブリンクは、そんなマダム＆ムッシュロウガンさんに向けて、

最適なレンズとフレームをご紹介します。

ブリンク青山本店

"Le plus important est invisible, 

大切なものは，目に見えないんだよ、
sauf pour 

マダム＆ムッシュロウガンさんを

Madame & Monsieur ROWGA N"

除いてね



遠近両用レンズ
遠・中・近用のレンズを一枚に納めたレンズ。遠方、

中距離、手元の全部が見えるので、散歩やショッピン

グ、スポーツやドライブ、スマートフォンの操作など

日常生活を快適に送ることができます。

SCENE:4

WALKING,
DRIVE, SPORTS

中近両用レンズ
中・近用のレンズを一枚に納めたレンズ。中距離と手元が広

範囲に見え、テレビを見る、壁の時計やカレンダーを確認す

る、料理するなど家での行動の他、ボードを使っての会議な

どに必要な視力をサポートします。

SCENE:2

WATCHING TV, HOUSEWORK

Madame&Monsieur

ROWGAN
マダム＆ムッシュロウガンさんの生活

la vie de 老眼のレンズは大きく分けて5種類。
現在の視力やライフスタイルから
必要なレンズを診断し、用途に合った
メガネ選びをすることが肝心です。
ブリンク青山本店では、お客様ひとりひとりに
合わせきめ細やかにご相談に応じます。

J'aimerai
bien d'y aller
ce restaurant!

On y va
Quand tu veux,
Ma chérie.

近々ワイドレンズ
パソコンの画面や字を書く距離から至近距離まで、少

しずつ度数を変化させたレンズ。デスクワークが中心

の方、デザイナーや編集者、ヘアメイクアップアーティ

ストなど、手元の作業が多い方に特におすすめです。

SCENE:3

PC WORK, WRITING

テレビや家事、会議など比較的
近くを見る屋内での仕事や生活
が快適。

車の運転など遠方を見る場合に
備え遠近両用か通常のメガネの
併用が必要。

Merit

Demerit

リーディンググラスより奥行き
のある見え方でデスクワークに
◎。

卓上より遠い距離をみるのに遠
近両用か通常のメガネが必須。

Merit

Demerit

'' Ca y est,
On est arrivée,
Madame. ''

''D'accord.''

本や新聞がはっきり読める。
長時間読んでも疲れない。視力
のいい方やコンタクトの方はこ
れ 1本で不便を解消できる。

遠くは全く見えない。
日常生活には遠近両用か通常の
メガネの掛けかえが必須。

Merit

Demerit近

中

遠

近

中

遠

長時間の読書やデスクワークに
はリーディンググラスや中近両
用の併用がよりおすすめ。

遠くから近くへ少しずつ度数が
変わり、買い物の最中、鏡も価
格も両方見える。ゴルフやドラ
イブにも掛けかえが必要ない。

Merit

Demerit近

中

遠

Attends!
Attends!!

Doucement...

Bon,
Je vais
travailler
quand même, 

姪っ子、甥っ子世代に向けたアシストレンズ

遠視の方には、比較的若いうちから老眼の症状が出始める

傾向があります。そういった方や初期の老眼の方へ、軽度の

視力の低下と疲れ目をサポートするレンズ。遠くからある

程度近くまで見え、遠近の差が小さいので掛けかえの必要も

ありません。年齢に関係なくおすすめできるので30代から

でもぜひご相談ください。

SCENE:5

FOR YOUNG PEOPLE
Tu crois
qu'on a 
besoin?

On va voir.

近

中

遠

本や新聞、原稿など、ものを読むほどの至近距離だけに焦点

を合わせたレンズ。いわゆる“リーディンググラス（老眼鏡）”。

近視、遠視、乱視などの目の悩みや左右の視力の違いに応じ

てバランスのいい調整が可能なレンズです。

SCENE:1

REA DING 近用レンズ



Madame

Pour
オリバー ゴールドスミス初となる
メタルフレームの復刻モデル。

brand:OLIVER GOLDSMITH
　　　（オリバー ゴールドスミス）
model:Diamond　price:¥29,400

L.A. 発、ラグジュアリーブランド、
バートンペレイラの新作。

brand:BARTON PERREIRA
　　　（バートンペレイラ）
model:CASSADY　price:¥37,800

イタリアンクラシックを基調とする L.G.R. 。

brand:L.G.R
　　　（エル・ジー・アール）
model:AGADEZ　price:¥23,100

これぞ 理想のリーディンググラス。
1880年創業、仏のモレル社のアーカイブ。

brand:1880
　　　（エイティーンエイティ）
model:1628M　price:¥34,650

今、再注目を浴びるボストン型 。
ワンランク上のエレガントさを演出 。

brand:BARTON PERREIRA
　　　（バートンペレイラ）
model:BANKS　price:¥36,750

“ ブリティッシュ クラシック ” の真骨頂 。
不 動の定番、黒ブチメガネ。

brand:CUTLER AND GROSS
　　　（カトラー アンド グロス）
model:1046　price:¥ 38,850

ほどよいユルさがいまの気分にちょうど合う。
L.A.ブランドならではのサイズ感。

brand:GLCO
　　　（ジーエルシーオー）
model:BROOKS　price:¥23,100

マシュー・ウィリアムソンとの
コラボレーション。

brand:LINDA FARROW
　　　（リンダ ファロー）
model:MW/41/4　price:¥37,800

グレース・ケリーの愛用モデルの復刻。

brand:OLIVER GOLDSMITH
　　　（オリバー ゴールドスミス）
model:HOPE　price:¥39,900

メガ ネ通に人気 。２回目のコレクション
となるマッサーダの新作。

brand:MASSADA
　　　（マッサーダ）
model:3131　price:¥30,450

少し大きめなデザインとべっ甲柄が
女性らしくエレガント。

brand:SELIMA OPTIQUE
　　　（セリマ・オプティーク）
model:COLE　price:¥34,650

L.A. ヴェニスビーチ発、いま最も注目の
新ブランド、GLCO。

brand:GLCO
　　　（ジーエルシーオー）
model:HAMPTON　price:¥23,100

Monsieur

Pour



à bientôt! On espére

ブリンク青山本店
ht tp://www.blinc-aoyama.com
〒107-0062　東京都港区南青山 2-27-20 植村ビル1F
（南青山3丁目交差点から30メートル,東京メトロ銀座線 外苑前駅 1a 出口より徒歩 2分）

TEL 03-5775-7525　Eメール shop@blinc.co.jp

「老眼のメガネだっておしゃれに見せたい」
「トレンドのフレームをかけたい」
「映画で見たようなクラシックなリーディンググラスが憧れ」
「急に近くが見えなくなってどうしよう」
「仕事のときだけ使いたいんだが……」
マダム＆ムッシュロウガンさんの悩みは、人の生き方の数だけある。
だからこそ、老眼はもっともっとおしゃれになれるとブリンクは考えます。

そろそろ老眼？と感じている方、まずは“目のことで困っているお悩み”を
ブリンク青山本店にお気軽にご相談ください。
お客様ひとりひとりのライフスタイルやお好みをうかがいながら、
一緒にフレーム選びをさせていただきます。
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