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【関東初出店！】大阪で大人気の「無料で試せるコンタクトレンズショップ」 

“LENS LiST”渋谷店オープン！記念で全員にクリアレンズ１０枚プレゼント！※ 

 

株式会社 Lcode（社長：藤原 智洋、本社：大阪府大阪市）は、レンズ試着ができるコンタクトレンズショップ

“LENS LiST”(レンズリスト)を東京都渋谷区に 2022 年 7 月 27 日(水)オープン致します。2021 年 11 月にグランドオ

ープンした関西３店舗（心斎橋店・なんば店・梅田店）が好調なことから、この度、関東に初出店する運びとなりま

した。オープン記念としてクリアコンタクトレンズ１０枚(１箱 5 枚入り×2 箱)をプレゼントするキャンペーンを実

施します。※会員アプリ登録が必要です。 

 

『LENS LiST (レンズリスト) 』とは 

『LENS LiST (レンズリスト) 』は、メーカー直営の「コンタクトレンズを試せる実店舗」と「オンラインショッ

プ」です。直営店ならではの低価格とスピード販売、さらに、実店舗では購入前に無料でレンズを試していただける

ので、着け心地やデザインなどが確認でき本当に気に入ったレンズを購入できる体験型店舗です。 

商品ラインナップはブルーライトカット機能も備わったクリアコンタクトレンズ、サークルコンタクトレンズ、カラ

ーコンタクトレンズと幅広く取り揃えています。ぜひ、店舗で気になるレンズをご試着ください。 

 

 

 



渋谷店オープン記念キャンペーン！クリアコンタクトレンズ１０枚プレゼント 

 

渋谷店オープン記念として、『LENS LiST (レンズリスト) 』のクリアコンタクトレンズ１０枚（５枚入り×２箱）

をプレゼントします。※全度数、±0.00(度なし)～－12.00 よりご自由にお選びいただけます。※お一人様１回、会員アプリ登録が

必要です。 

 

対象店舗：関東エリア 渋谷店 

関西エリア 心斎橋店・ekimo なんば店・梅田店 

公式オンラインショップ（https://www.lenslist.jp） 

 

取扱いブランドについて 

レンズデザインのテイスト、使用期限(1day/2week/1month)の異なる５ブランドを販売いたします。 

※ReVIA の一部カラー、secret candymagic は渋谷店限定販売です。 

 

『LENS LiST (レンズリスト) 』 

 

“みんなのスタンダード” をコンセプトにクリアレンズ・サークルレンズを展開し男性・女性ともに年齢問わず

毎日の日常使いとして着用できるレンズデザインを採用。ブルーライトカット機能を搭載し、着け心地の良さ

も追求、メーカー直営ショップだからこそのこだわりを詰め込んだレンズリストのオリジナルブランドです。 

https://www.lenslist.jp/


『candy magic(キャンディーマジック) 』 

 

 

『ReVIA (レヴィア) 』 

 

 

『Purity by Diya (ピュアリティ バイ ダイヤ) 』 

 

 

『secret candymagic(シークレットキャンディーマジック) 』 

 

2007 年の発売開始より『カラコンと言えば“キャンマジ“』

と言われるほど大人気のロングセラーブランド。レンズ直

径(DIA)14.5 ㎜の大きめレンズで瞳を大きく魅せながら、

今っぽく瞳を引き立てる“ナチュラル系”“ハーフ系”“甘め

系”の３テイストでバリエ感豊富に揃えました。2020 年の

大リニューアルではブルーライトカット機能も搭載。より

可愛く、より瞳に優しく進化し続けるブランドです。 

 

10～20 代のイメージが強いカラーコンタクトレンズを一新

し、幅広い年代の方に愛用頂ける事をコンセプトに掲げ誕生

したレンズブランド。レンズ直径 14.1mm を採用し、自然な

美しい瞳になれるようにデザインやイメージごとに着色直径

を変えたレンズラインナップ。これまでに数々の賞を受賞し、

ドン・キホーテ、ドラッグストア各社でもシェア率 NO.１を

誇ります。2016 年の誕生以降、幅広い世代から支持を得るブ

ランドに成長。2020 年ブルーライトカット機能を搭載したラ

インナップも加わりました。 

※一部カラーにはブルーライトカット機能はございません 

※ブルーライトカット機能はございません 

 

“ブルーライトから瞳を守る” がコンセプトのコンタクトレ

ンズブランド。 

クリアコンタクトレンズ・自然で裸眼を生かしながら瞳を綺

麗に魅せるサークルレンズをラインナップしています。この

夏、透明感＆ほんのり可愛らしさも演出する“今田美桜カラ

ー” の新色２レンズも加わり、ナチュラルなレンズをお求め

の方におすすめです。 

定番の盛れる系レンズから透明感溢れるちゅるん系レンズ、

高発色なハーフ系レンズなど幅広いテイストのレンズデザイ

ンを取り揃えて、2012 年の発売当初から変わらず愛され続け

ているブランド。 

また SNS やカラコンユーザーに大人気の「キャンマジ３番・

NO.3 ブラウン」もレンズリスト渋谷店では購入前にご試着

いただけます。 

※ブルーライトカット機能はございません 

 



店舗情報 

 

 

                                      
 

『関西エリア』 

心斎橋店             ekimo なんば店             梅田店 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

レンズリスト公式オンラインショップ  https://www.lenslist.jp 

13 時までのご注文は即日発送＆コンタクトレンズ１箱から全国送料無料です。 

住所： 

大 阪 市 中 央 区 心 斎 橋 筋  1-5-

20（ 心 斎 橋 筋 商 店 街 内  大 丸

裏 ）  

TEL：06-6251-9550  

営業時間：11：00～21：00 

住所： 

大阪市中央区難波 1-9-7 

SOUTH ゾーン 14 番  

ekimo なんば 地下 1 階   

中改札スグ  

TEL：06-6251-9550  

営業時間：11：00～21：00 

住所： 

大阪市北区角田町 7-32 

（阪急メンズ館と HEP FIVE

の間の通り沿い）  

TEL：06-6251-9550  

営業時間：11：00～21：00 

『関東エリア』 

レンズリスト渋谷店 

住所：東京都渋谷区宇田川町 27－4 渋谷 T ビル１階 

SHIBUYA109 を右手方向（文化村通り）へ進み、 

1 つ目の信号前ヤマダデンキ LABI 渋谷店向かい 

TEL：03-6416-4224 営業時間：11：00～21：00 

tel:0662519550
tel:0662519550
tel:0662519550


『LENS LiST (レンズリスト) 』ブランド商品概要 

 

【1DAY】 

■販売名：レンズリスト 

■医療機器承認番号：30200BZX00334A02  

■枚数：〔クリアレンズ〕1 箱 30 枚入り 〔サークルレンズ〕1 箱 10 枚入り  

■販売価格：〔クリアレンズ〕通常価格：2,000 円+税（税込 2,200 円）  

会員価格：1,000 円+税（税込 1,100 円） 

〔サークルレンズ〕通常価格：2,000 円+税（税込 2,200 円） 

会員価格：1,000 円+税（税込 1,100 円） 

※アプリ会員価格は 4 箱以上購入時に適応となります。  

 

■度数(PWR)：〔クリアレンズ〕全 36 度数 ±0.00, -0.50~-6.00(0.25step),-6.00~-12.00(0.50step)  

〔サークルレンズ〕全 30 度数 ±0.00,-0.50 ~-5.00(0.25step),-5.00~-10.00(0.50step)  

■商品スペック：DIA14.0 ㎜ / BC8.7 ㎜ / 含水率 55％ / ブルーライトカット /  UV カット 

 

【2WEEK】 

■販売名：レンズリスト 2 ウィーク 

■医療機器承認番号：30300BZX00143A03  

■枚数：〔クリアレンズ〕1 箱 6 枚入り 

■販売価格：〔クリアレンズ〕通常価格：2,000 円+税（税込 2,200 円）  

会員価格：1,000 円+税（税込 1,100 円）  

※アプリ会員価格は 4 箱以上購入時に適応となります。 

 

■度数(PWR)：〔クリアレンズ〕全 36 度数 ±0.00, -0.50~-6.00(0.25step),-6.00~-12.00(0.50step)  

■商品スペック：DIA14.0 ㎜ / BC8.7 ㎜ / 含水率 38％/ ブルーライトカット/  UV カット 

 

■製造販売元：株式会社 El Dorado  

■販売元：株式会社 Lcode 大阪市中央区西心斎橋 1-5-5 アーバン BLD 心斎橋 6F  

 

□販売チャネル：レンズリスト公式オンラインショップ https://www.lenslist.jp  

レンズリスト実店舗(渋谷店、心斎橋店、ekimo なんば店、梅田店)  

 

□公式 SNS：インスタグラム https://www.instagram.com/lenslist_official 

ツイッター   https://twitter.com/lenslist_info 

  

＜本件に関するお問い合わせ先＞  

株式会社 Lcode 商品企画 担当：高橋  TEL：06-6244-0887  MAIL: kikaku.pr@lcode.co.jp  

 

コンタクトレンズは高度管理医療機器です。必ず眼科医の検査・処方を受けてお求めください。  

また、ご使用前に必ず添付文書をよくお読みになってから正しくご使用ください。 

mailto:kikaku.pr@lcode.co.jp

