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香取慎吾 国籍不明の街中に突如出没！？ファンキーダンスを披露！
ブルーライトカット機能付きコンタクトレンズショップ
『LENS LiST (レンズリスト)』TVCM 放映開始

株式会社 Lcode（社長：藤原 智洋、本社：大阪府大阪市）は、全種ブルーライトカット機能付き※のコンタク
トレンズを販売するメーカー直営店として、レンズが試せる実店舗とオンラインショップ『LENS LiST (レン
ズリスト)』のイメージモデルとして性別問わず幅広い方に愛用いただきたく「香取慎吾さん」を起用し、2021
年 11 月 15 日にグランド OPEN いたします。
また、オリジナルブランドとしてクリアコンタクトレンズ、自然なサークルコンタクトレンズをラインナップ
したコンタクトレンズブランド『LENS LiST (レンズリスト)』を発売開始いたします。※約 18%カット
さらに、より多くの方に快適性を実感いただきたい想いから、①コンタクトレンズ 5 枚入り×2 箱をプレゼント
するキャンペーンと②香取さんのビジュアルが入ったオリジナルのクリアファイルを定期便お申込みの方、先
着 3,000 名様へプレゼントするキャンペーンを開始いたします。

〈 発売開始を記念して、関西エリアにて TVCM を放映開始 〉
リズミカルで印象的な音楽に合わせて、ファンキーな衣装を着た香取さんがブルーライトカットの魅力を問い
続けるラップ調のオリジナルソングを歌いながら、かっこよくダンスする姿をご覧いただけます。撮影では、
香取さんに「FUZZY BROWN(ファジーブラウン)」を着用いただき、レンズの良さを引き立ててもらいました。
香取さんは「僕もファジーブラウンをつけていますがどうですか」と満面の笑みで語るなどお気に入りの様子。
さらに本日、TVCM 解禁と同時に撮影裏側もレンズリスト公式 YouTube で初公開。
メイキング動画では時にカメラにぶつかりそうになりながらも、回転したりステップを踏んだりと自由自在に
迫力のダンスを披露する香取さんの様子が見られます。

TVCM 放映期間：2021 年 11 月 15 日（月）～2021 年 11 月 28 日（日）
放映地域：関西
動画 URL：TVCM

https://youtu.be/kve9KKa-XYc（ファンキー香取篇）

メイキング動画 https://youtu.be/DzOl90Mf6l8
コメント動画

https://youtu.be/IXq0QosHqFU（コンタクトレンズが試せるお店）
https://youtu.be/Mrnvw8fHpmM（ブルーライトカットコンタクトレンズ）

『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。
オリジナルブランドの『LENS LiST (レンズリスト) 』は“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
を採用したコンタクトレンズブランドです。
ブルーライトカット機能も備わり、みなさんの快適なコンタクトレンズライフを実現します。

“みんなのスタンダード”クリアコンタクトレンズ
毎日欠かせないコンタクトレンズだからこそ、ブルーライトカット・UV カット・モイスト成分配合レン
ズで眼の負担を軽減し、ストレスフリーな快適設計を実現しました。※モイスト成分は１day レンズに限ります。
「1DAY」
「2WEEK」の２タイプよりライフスタイルに合わせてお選びいただけます。

“みんなのスタンダード“

サークルコンタクトレンズ

「1DAY」タイプの 2 カラーラインナップとなります。香取さんが着用した「FUZZY BROWN(ファジーブラウ
ン)」は透明感と柔らかさで瞳がきれいに見え、ふんわりトーンアップも叶うレンズデザインです。
「RICH BROWN(リッチブラウン)」は瞳に馴染む落ち着きのあるブラウンで輪郭を際立たせつつ、
さりげなく印象付けるシンプルなレンズデザインです。
どちらも裸眼に近いサイズ感でナチュラルだけといつもとは少し違う“さりげなく”優しい瞳を表現します。

〈 販売先情報 〉
今回発売開始する『LENS LiST（レンズリスト）』の他に「ReVIA」
「candymagic」
「Purity」もあり、クリア
コンタクトレンズ、ナチュラルなサークルレンズ、カラーレンズレンズなど幅広いテイストのレンズを取り揃
えています。
実店舗

現在、大阪市内に３店舗出店しています。今後、関東やその他地域にも出店予定です。

レンズリスト心斎橋店
住所

〒542-0085
大阪市中央区心斎橋筋 1-5-20
（心斎橋筋商店街内 大丸裏）
最寄り駅「心斎橋」
地下鉄連絡出入口(6 番)から徒歩 3 分

電話番号

06-6251-9550

営業時間

11：00～21：00

レンズリスト ekimo なんば店
住所

〒542-0076
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

電話番号 06-7507-1089
営業時間

10：00～22：00

レンズリスト梅田店
住所

〒530-0017
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）

電話番号

06-6311-0480

営業時間

11：00～21：00

公式オンラインショップ
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。
https://www.lenslist.jp/

〈 発売開始!限定キャンペーン情報 〉①②共通
ブルーライトカット機能付きコンタクトレンズブランド『LENS LiST (レンズリスト)』の発売開始を記念して、
より多くの方に快適性を実感いただきたい想いから、特別な W キャンペーンを 2021 年 11 月 15 日より実施い
たします。キャンペーンの詳細は『LENS LiST (レンズリスト)』オンラインショップをご確認ください。
※数量限定のため無くなり次第終了とさせていただきます。

キャンペーン①

「先着５万名様！クリアコンタクトレンズ 10 枚もらえるキャンペーン」

【プレゼント商品】『LENS LiST (レンズリスト)』クリアコンタクトレンズ 10 枚(５枚入り×２箱)
【度数】±0.00(度なし)～-12.00 までご自由にお選びいただけます。
実店舗(レンズリスト心斎橋店、ekimo なんば店、梅田店)とレンズリスト公式オンラインショップ
(https://www.lenslist.jp/)にて実施いたします。
※お１人様１回に限ります。
（実店舗＆オンラインショップどちらかとなります。
）

キャンペーン②

「先着 3,000 名様！オリジナル“クリアファイル“プレゼントキャンペーン」

【プレゼント商品】オリジナルノベルティ“クリアファイル”
【対象】『LENS LiST（レンズリスト）
』の定期便お申し込み方、先着 3,000 名様
レンズリスト公式オンラインショップ(https://www.lenslist.jp/)にて実施いたします。
※実店舗(レンズリスト心斎橋店、ekimo なんば店、梅田店)では実施いたしません。

〈 商品概要 〉

LENS LiST（レンズリスト）
【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）
※会員価格は 4 箱以上購入時に適応となります。

■単回使用(非)視力補正用色付コンタクトレンズ
■使用期間：1 日
■度数(PWR)：
〔クリアレンズ〕全 36 度数
〔サークルレンズ〕全 30 度数

±0.00, -0.50~-6.00(0.25step),-6.00~-12.00(0.50step)
±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％

【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）
※会員価格は 4 箱以上購入時に適応となります。

■再使用可能な(非)視力補正用色付コンタクトレンズ
■使用期間：2 週間
■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％
■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/
レンズリスト心斎橋店、レンズリスト ekimo なんば店、レンズリスト梅田店
＜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。

