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Who we are
アイテクノロジーグループはイタリアのミラノで生まれ、我々の目標は専門光学の分野で製品やサービスの
統合開発ガイダンスを完成する事です。我々の光学分野での技術と営業経験はフルラインの商品とその
技術的ノーハウを市場に紹介してセールスを促進する事です。当然としてこの商品のセールスに関わる
人々にその詳細をトレーニングします。
我々のグループ企業：
＊ Eye Technology Low Vision： ロービジョン商品群 独自で総括な商品ラインアップをデザインからＲ
＆Ｄ開発し製造し卸業社経由で発売します。 商品の一部はアウトソーシングしてますが全ての商品
群はイタリア製で、品質と信頼性を保つことをモ ットーとしています。

＊ Eye Technologies Ophthalmic Lenses： 最新の眼科用デジタルレンズ
VOT 社（ Vision Optic Technologies）との共同開発で最新の各種デジタルレンズを製造してます。
＊ Eye Technologies Instruments：
アメリカのODC社( Optical Dynamics Corporation )と製造技術についてパートナー取引をしていま
す。

ODC社は、Cast-to-RX技術をベースとしたAR(Anti-reflection). HMC、ミラーなどのすぐれた

コートティング技術を備えた、光学レンズ製造法を提供しています。
ODC 社の最高度の技術レベルは我々製造業社で最高品質の光学商品群の製造を可能にした。

＊ Eye Technologies Consulting： ロービジョンやその他あらゆる眼科用商品群の総括的な又必要に
即した指導やガイダンスを提供しま す。これらは総括的なこの分野の商品販売を促進することができ
ます。

SmartMEDIFILTER™
我々の目は可視光線だけではなく赤
外線や紫外線も受けます。しかし、これ
らの光線は目に大きい障害を与えない
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までも危険にさらされていることになります。 特に紫外線は、短波光であるので大きなエネルギーを持って
いて目のストレスの原因となり、皮質白内障や結膜炎や網膜疾患の悪化につながります。 さらに、紫外
線に近い青色は目のコントラスト感覚を低下させ結果的に視力や明るさの感覚、グレアの対 応を減少さ
せ、 長い間には、目に悪影響を及ぼす事になります。 我々の商品スマートミデフィルターや他の眼科用フ
ィルターレンズの使用は紫外線に近い青色光の波長を 減少させるので、これ等の眼科の病気に対応する
ことが出来ます。ポラライト 65％とポラダーク 85％は、屋 外などでもロービジョンの皆様の視覚を高めること
が出来ます。他社製品より新しい素材を使用しているの でコントラストが良い。パースクリプションを提示頂
ければ特注品の製作可能。

・取扱い商品・
６と８のニュートラルフィルター
白又は調光（光可逆変色）の単焦点の矯正レンズ
白又は調光（光可逆変色）の二重焦点の矯正レンズ
白又は調光（光可逆変色）の強度矯正レンズ
クリップオンタイプ

最も効果を得る為にはハードマルチコートされたレンズの処方をお勧めします。
主な網膜障害には次のフィルタを使用することをお勧めします。：
450 nm 黄斑部変性症、視神経疾患患者
511 nm 黄斑部変性症、視神経疾患、緑内障、白内障、網膜色素変性症患
527 nm 緑内障、白内障、網膜色素変性症患者
550 nm 網膜色素変性症患者
585 nm 網膜色素変性症患者

＊ その他の使用目的：（健常者も含む）
１． コンピューター用： 目の疲れを防ぐ。
２． ドライブ用： はっきりした視界。
３． 各種スポーツ用。（スキー、ゴルフ、野球、登山等）
４． 目の疲れを癒す。 実際にどのフィルターを使用するかは、専門家による数種類の検査を行ったうえ選定
することを推奨します。
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トライアルセットをご利用いただけます： 検眼レンズ、フリッパー棒。
すべてのレンズは高品質保証を検証されています。

MACULA™
マキュラ.商品は目視の対称をはっきりさせ眩しさを減少させる最近改良されたフィルターです。
６つのシリーズよりなっています。
Macula S1 ( 450nm ) : 黄色系の読書用 （室内用）
Macula S2 ( 500nm ) : 薄オレンジ （室内用）
Macula S3 ( 530nm ) : 濃いオレンジ （室内用）
Macula S4 ( 550nm ) : 赤色で網膜症者 （室内用）
Macula P1 ( 470nm ) : 偏光、（室外用）
Macula P2 ( 549nm ) : 偏光、（室外用）
＊ New （480nm ）: 強い羞明者用
＊ New ( 540nm ) : 強い羞明者用 こ
れらの処方は下記商品群が可能です：

６と８のニュートラルフィルター
白又は調光（光可逆変色）の単焦点の矯正レンズ
白又は調光(光可逆変色)の二重焦点の矯正レンズ
白又は調光(光可逆変色)の強度矯正レンズ
＊ クリップタイプ
最も効果を得る為にはハードマルチコートされたレンズの
処方をお勧めします。

SmartAPLANAT DUO™

スマ

ートアプラナトデュオは、特に中度から高倍率を処方が必要な時に用い る
平凸レンズシステムです。
このシステムは１対の平凸レンズで出来ています。 又このモデルは集光する
レンズとしてこのシステﾑの測定用に長い間使用されています。 このシステ
ムはレンズの全体の表面を均等に光を照射する特性を持っていて周辺の
光の収差のない高品質を保証しています。
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レンズは 1.80 インデックス(屈折率)で作成されておりレンズの厚さを軽減し、品質を高めています。
2 つのレンズは厚さ 4.5 ミリメートルから 8.5 ミリメートルの厚みのある特別な CR39 レンズ上に取り付けられ
ています。他社の同等商品より厚みが 1/3！
アセテートのフレームを採用し非常に薄く、綺麗です。 レンズの平面は外側に面しております。レンズは、
可能な限り平らである必要があり、対象物が近くなればそれはより重要になる事は既に知られているポイ
ントです。 Smart AP の高い倍率と広い視野角（ 48°）の組み合わせは、ロービジョンの人達に必要な
システムです。 倍率は 2 倍から 10 倍まで利用可能です。特注可能。

＊ アセンブリー（組み立て）：
Smart AP の矯正レンズ装着は、+ 40.00 から 2.00 迄可能です。又遮光フィルター付も作製が可能
です。
＊ フレーム 弱視力の皆様に最大のフレームの選択肢を提供いたします。１つ注意されなければいけない
のはこのシス テムの直径を十分確認ください。：加工の時少なくとも 20mm 幅の許容あれば隙間が無く綺
麗に仕上がり ます。日本にある在庫より選定されると良いと思います。

SmartAPLANAT™

ロー

ビジョン光学系の研究開発における長年の経験から、
我々は二重の光学システムの最適な特性を生かして、
新しい眼科用と調光レンズ商品群を生産しています。 高
品質のミネラルガラス製の２つのレンズを使用する事で こ
れ等の商品は高い品質が保証されています。世界で最
軽量で最も薄く又平らです。
このシステムは、直径 26 ミリメートルの有機材料の補助レンズを結合しています。
直径 36 ミリメートルの今までの伝統的なシステムに比較すると、視界（の損失）は 3 文字（6x と cp10 のベ
ースで）です。 美的な側面は、その分野で最高です。 このすばらしい光学２重シス
テムの特徴、特性を継続しています。 特注可能です。

MGF 部品とコンパクトな設計による平凸で無色なシステム
化学的、熱硬化処理による高品質の保持
マルチコーティングによる反射防止処理
薄型； 世界で一番薄く軽量！
○

3.8 ｍｍ （2 倍レンズ） （今までのシステムは 9.0 ｍｍ）と

○

5.85 ｍｍ （6 倍レンズ） （今までは 12.0 ｍｍ）
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Flat Field はフレームと一緒に供給せずに、屈折矯正度数修正時に供給されます。
合算度数が+ 24.0 と cyl– 4.0 の場合に供給されます。
このシステムは、近々8 倍までとナノメーター処理 （450 nm と 511nm 以下カット）のシステムが準備できる
予定です。それは、2.0 倍、 2.5 倍、3.0 倍 Smart BINO cular 版で可能となります。 各自のパースクリ
プションに合わせて特注可能です。

SmartBIFO Easy
Smart BIFO Ｅａｓｙは拡大機能付二重焦点レンズです。 この
システムは、標準的な単焦点レンズで異なった屈折、機構と コ
ーティングが可能です。
1 つのアダプターリングに最高品質でコーティングされた単焦点レ
ンズが取付けられており、倍率レンズが 必要な時に、利用が可
能です。
倍率は６倍まで可能です。 特注も可能です。

SmartBINO
™

本商品はロービジョンの人

達 が短い距離で読書する時に
負担をかけずに、拡大画像
を見ることができる、プリズム
入りメガネです。 ベースイン
のプリズムは 確実に視覚の
向上を高めます。又中屈折
レンズが入ったカラフルなデザ
インのフレームは精密なロー
ビジョンエイドです。 本商品
はＨＭＣコート付、
２重構造の無反射で傷つき にくい処理と、ナノメーターフ
ィルター処理されているマキュラコート付があります。 又各弱
視者の目の屈折力に合わせた、特注が出来ます。
２種類のフレームデザインと材質があります。 機能的でファッショナブルなデザインを選定して下さい。
ハーフフレーム
フルフレーム
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フルフレームのデザインは最良の機能が可能です。 本商品はイタリアで製造されています。
フレームはアセテートとチタンを使用してます。 アセテートフレームは手作りにより良い品質が保持されてお
ります。又チタンはゴールドとナチュラルから選べます。色もお好みに合わせ、選定いただけます。

SmartBINO™
光学効果と瞳孔距離
イタリアの３ケ所のリハビリセンターで行われた眼位と光学中心の調査の結
果、瞳孔間距離により、使用するプリズム量が決められます。 例えば凸レ
ンズの中心から外れて鼻側を視線が通る場合はベースインプリズムが必要
になります。 依って広い瞳孔間距離のロービジョン者は狭い瞳孔間距離を
持っているロービジョン者より更に強いベースインプリズムが必要になります。
計算上では広い瞳孔間距離の為に生じるプリズム量より大きい輻輳力によ
り打ち消されます。 結論的に瞳孔距離はこの Smart Binocular 商品のプリズムシステムにとってそれほど
重要ではありません。

＊ 乱視眼：
ロービジョンの有名なアメリカの眼科医のジェラルド・フォンダ博士による 500 人の調査では、2.5dpt 以下の
人達の乱視矯正は視覚の改良をほとんどしません。 しかし我々は、たとえわずかでも不規則な曲がった
乱視の補正を必要とします。そして、患者の自覚的反 応はいつも評価されなければなりません。

＊ 不同視と視力：
フォンダ博士の研究によれば弱視者の左右の目が 3dpt 以内の不同視でもいくら片方の目の視力が良く
てもあまり変わらない。 この事は様々な視力の人に対していろんな弱視用商品が使用出来る事を示し
ています。

＊ 読書距離： 読書距離で必要とされるプリズムの量が変わります。この読書距離はロービジョンエイド
に依って判断され ますが又ロービジョン者の目の屈折度によっても変わります。したがって、読書距離は
ロービジョンエイド単 独では決まるのではなく使用者の目の屈折状態によって変わります。

例：
１． Ａ者 ： 屈折度+3.00dpt で +8.00 のロービジョンエイドを使用すると+5.00dpt となります。
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読書距離は約 20cm となり倍率はベースパワーが+10.00 で計算されます。
２． Ｂ者 ： －2.00dpt で+8.00 のロービジョンエイドを使用すると+10.00 となります。
読書距離は約１０ｃｍとなり倍率はベースパワーが+10.00 となります。

+10dpt 迄上げるにはスマートビノを使用するのが最も良い解決策であるといえます。 実際
+12.00dpt が上限でしょう。更に両眼が悪くてもスマートビノは視界の周辺の情報得る事が 出
来読書し易くなります。

＊ 輻輳： プリズム入りレンズはその高品質故に短い焦点距離における使用を可能に
します。 プリズムの使用は目の視界の負担を無くすので更に遠い距離まで見える様に
なります。

我々は正しいプリズムと瞳孔距離の選定で各個人にあったビノ商品を提供します。

SmartGALILEO™
スマートガリレオ 18 は広視野角を持つ新しいガリレオシステムです。 画角が 24°ですので活動的な 行
動が可能です。又テレビを見ることが出来ます。 このスマートガリレオは
当初遠方を見る為に設計されましたが、追加の 近用キャップシステム
の使用で 63mm の距離において 7.2 倍率で物を 見る事が出来ます。
この近用キャップははめ込み式なので簡単に取り付けが可能です。
使用者の目の状態により特注が可能です。
近用キャップの種類： ＋０．５０、＋ｌ．００、＋２．００、＋３．００、＋４．００、＋８．０
０、＋１０．００、＋１２．００、＋１４．００、＋１６．００。
使用者の屈折率に合わせて近用キャップを選ぶ事が出来ます。 組み立てには CR39 のレンズ
が必要です。 このシステムレンズを販売店で取り付けるのに取り付けリングが必要です。 このモデ
ルは視界焦点距離を 80cm 迄変更出来るので遠い所やテレビを見る事が出来ます。

スマートガリレオ２５は２．５倍率でスマートガリ
レオ２１は２．１倍率で近用キャップを取り付け
る事で１０倍迄拡大する事が出来ます。
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SmartGALILEO™
次の表は、視力と拡大倍率を表示してます。
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DigiEYE ONE 4.0™
商品は、Eye Tech。グループに依って製造され、全
てイタリアで作られた最初の CCTV です。扱いが簡単な、
一体型に仕上げています。構成は、次のもから選ぶこが
できます:
＊ クランプ・テーブル
＊ X-Y テーブルを備えたデスクトップ
＊ ワイド LCD モニター
o 19 インチワイド（標準）
o 21 インチ（オプション）
“DigiEYE One™”は、十分な機能を持っているシステムです。
更に違うＨＣモードを選択出来ます。
主な特徴は ；
 光学ズーム： これは最大のズーム位置でも、より鮮明な
画像になります。
 倍率：
17"のモニター上で物理的に測定できます。1mm の目標物は
47mm まで拡大することができます
 デュアルエレメント 250mm のクローズアップ・レンズ： オプションです。
高品質画像を提供します。
そしてレンズによる色収差を少なくします。
 クローズアップ作動距離： カメラから目標物
までの距離は 25cm です。
 最大ズームのフォーカスの優れた深さ： 焦点距離は最
大ズームのとき 250mm-180mm です。
 焦点の距離変更時は、優れた自動焦点トラッキングをします。
 効率の良い焦点合わせ「”Hunting”アルゴリズム」をカメラに搭載。
o 自動焦点は、水平の目標移動(再焦点を要求しない)と垂直の目標移動(再焦点合わせ
は必要)の間の差を認識します
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 目標が動いている場合でも優れた文字やイメージの認識ができます。
 優れたオートフォーカスの動作速度。
 あらかじめプログラムされた偽りの(誤り)色：ユーザ・プログラマブル
o 30 モード
o モードはすべてユーザー調整可能です。
o 8 つのユーザ定義可能な色
 3 つの明るさ/コントラストモード
 テキストモード
o ピクチャーモード
o スーパーコントラストモード
 ネガ、ポジ M（モード）
 水平と、垂直のラインマーカ
o 色および厚さは簡単に調節
 水平・垂直のシャドウマスキング
o シャドウマスキングのサイズおよびインテンシティーは容易に調節されます。
 ソニー社によって開発された CCD を採用
 高品位［高精細度, 高解像度］にはオプションで対応できます。

＊ 日本の総発売元：
株式会社

朝倉メガネ

〒１６０－０００４ 東京都新宿区四谷１－８
電話：０３－３３５７－２２５１（代表）
担当者

：

イーメール：

相沢、ロービジョン推進室
m‐aizawa@asa.email.ne.jp

ウエブサイト：http://www.asakuramegane.co.jp
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