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「ロータリーライフを楽しもう」  

～ サービスを通して ～ 

  

 

 

本日の例会 従業員招待映画例会  次回例会「青少年奉仕活動」の RYLA とインターアクト 北郷雅子地区ライラ委員長 

《会員卓話》  

  「タジマ眼鏡店のメガネについて」 

               田島 慎 会員 

 

 

今回はタジマ眼鏡店の眼鏡について業界の話を交え

ながら、お話しさせていただきたいと思います。 

まず、一つ目、みなさんが興味があることだとおもい

ますが、眼鏡市場さん、五番街にあります JINS さん

等の低価格の商品との違いについて。 

最近良く見るプラスチック製のフレームを例にあげ

てみますと皆さんがお使いになっている高級品はア

セテートというシート生地の素材を使用してます。 

製造原価およそ３０００円〜１００００円 

この素材で眼鏡フレームができる工程をご紹介しま

す。 

一方、低価格の製品は、安価な TR90 という素材や

ウルテム素材というものを使用してます。 

 

 

TR90 やウルテム素材の眼鏡の製造工程は樹脂素材 

となる液体を型に流し込み成形するので工程が容易

で手もかからなく大量生産ができるのが特徴です。 

よく雑貨屋さん等で見かける１０００円サングラス

等と同じような製法で安価に大量に仕上がります。 

製造原価２００円〜４００円くらいです。 

この素材の特徴は、弾力性に優れた変形しづらい素材

で、アレルギーを起こすリスクが少なく身体に安心で

安価で使い捨てできるような利点のある素材で、 

カテーテルなどの医療器具や哺乳瓶の吸い口に使わ

れていたりしています。 

しかし、一方で眼鏡としては 

❶耐久性が無い。よく折れたりし易い。 

❷一度成形されてしまうと変形しづらい素材な為に、

快適な掛け心地に調整出来ない。 

❸また、変形しづらい性質がある為に、順応性が無

く、この写真下のようにフレームからの圧力によるレ

ンズの性能を左右するレンズの歪みを抑えることが 

出来きないという欠点があります。 

 

ほんの一部の例ですが、こういう所だけでも性能的に

も大きな違いがあります。 

それでは次にこのレンズの歪みについて少し掘り下

げていこうと思います。 

レンズの歪みについてですが、フレームにレンズを取

り付ける場合、どうしてもレンズの方が柔らかい素材

の為、レンズがほんの少しでも、見た目には分からな

いくらいでも大きかったり、カーブが合っていないと、 

フレームの圧力によりレンズが歪んでしまいます。 
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見た目はきちっと出来上がっているように見えるの

ですが、特殊なフィルターを通してみるとこのように

レンズに歪みが生じています。上段が歪みを少なくし

た状態、下段が歪みの処理をしてない状態。 

 

実はこの歪みの問題は、眼鏡業界では今でもタブー視

されつづけている問題で、私自身、今まで何百軒もの

眼鏡店で作成された眼鏡を見てきましたが、残念なこ

とに、安売り店はもちろん大手チェーン店であれ、高

級店でさえ、ほとんどがこのような状態で出来上がっ

ていると言っていいと思います。 

今の時代のレンズは超精密な設計のもと製造されて

いますので、個人差はありますが、一昔前より歪みに

よる見え方の違いが体感できるようになってきてい

ます。 

では、レンズの歪みが少ない眼鏡の主な効果について

説明します。 

このレンズの歪みについて、私たちは２０１３年７月

１０日リニューアルオープン以来、 

積極的に取り組んでいます。 

眼鏡レンズの加工はこのように行っております。 

簡単に説明します。 

 

お客様の目に一番届きにくい工程ですが、TAJIMA

の高度な技術と経験を生かしレンズの能力を最大限

に引き出し、気持ち良く、快適にお使いいただけるよ

う心を込めて、美しく、正確に、心地よい、品質のい

良い眼鏡に加工しています。 

つぎに眼鏡業界について少しお話ししたいとおもい

ます。 

眼鏡店を見るとすごいことになってます。 

私の店を見ても一流ブランドだらけです。こんな業界

は滅多にないと思います。ブランド側が眼鏡の製造が

できないため眼鏡メーカーが、ブランドと製造と販売

の契約を交わしてライセンスを取得しているため、 

このような状況になってます。 

十数年前まではすべてのブランドにおいて売れそう

な形の眼鏡フレームにブランドロゴを貼り付けたも

のばかりで、当然ブランドイメージがもへったくれも

無く売れ残ると安売りのディスカウント店で販売さ

れるなど眼鏡業界がブランドを破壊ている状態が続

いたためデザイン及び販売什器などをブランド側か

ら提案されるようになって、例えば年間契約本数や 

店舗のスタイルなど審査も厳しくなり小売店が契約

するのも大変な時代になっています 

 

また、ブランド側が販売権を渡さず自社の子会社を作

って販売管理するようになってきています。 

一方、ブランドの主張するデザインが増えたため、ア

パレルのファッションとリンクしてブランドの個性

を生かしたファッショナブルなものが増えてきてい

い傾向でもあります。 

私たちは眼鏡を、おしゃれをするファッション性と、

見るための機能性という 

２つの観点から眼鏡販売事業に取り組んでいます。 

ファッション性に関しては特に色について多くの知

識を集めています。 

こちらがトレンドカラーまたは流行色とも呼ばれる

ものですが、来年流行る色の傾向は 

１年前に、もうすでに決まっています。まず、その情

報をもとに仕入れをすすめています。 

そうすることによって仕入れた商品の在庫リスクを

減らし長期間で販売に結びつけることができます。 

 

また、感度の高いお客様には早めの提案をすることが

できます。 

さらに、来年には無くなってしまう色のものを早めに

売り切ってしまうようにしていきます。 

それと、眼鏡は製造に時間を要する為、だいたい半年

くらいアパレルファッションより遅れて商品化され

ます。そのため、アパレルの実売期とズレを修正する

為に１シーズン前の商品から流行色の入ったものを

探して仕入れを起こしたりします。 

見る為機能性についてですが、眼鏡レンズの性能は

年々進化しつづけています。 

最新のフラッグシップモデルは、このように、フルオ

ーダーレンズになっています。 

眼鏡をかけた状態の情報を設計に取り入れてオンリ

ーワンのレンズにしあげられています。 

このレンズは非常に馴染みがよくスムーズな快適な

視界が得られます。 

 
 

《会長挨拶》          

                         藤井良介 会長 

本日の会員卓話は田島 慎会員です。 

楽しみに拝聴したいと思いますので、よろしくお願い

します。 

先週の金曜日は、峯 徳秀会員の観光タクシー社長就

任のお祝いの会が、多くの会員が参加されて盛会理に

開かれました。 

峯会員は４代目の社長就任という事です、これからま

すますご活躍される事を祈念致します。 さらに７月

より、北ロータリークラブの３４代目の会長として責

任ある立場で私達クラブの会員を引っ張って頂き、楽

しくそして魅力あるクラブにして欲しいと思ってい

ます。 

先週から事務局の窪田さんが「突発性難聴」の治療の

ため入院されていますが、その間クラブ運営に何かと

支障をきたしますがご理解頂きたいと思います。 



クラブ会報委員会 委員長 /二ノ宮 健  委員 / 小西宗十 中山 誠 鳥越敏博 蒲池芳明      （記事担当 小西 宗十） 

 

《幹事報告》 

宮﨑有恒 幹事  

第 1480回  

1.例会変更 

 佐世保東ＲＣ   5月 4日（木）休会 

 5月 18日（木）12：30→5月 14日（日）17：00 

 佐世保西ＲＣ  5月 23日（火）12：30→18：30 

 ハウステンボス佐世保ＲＣ  

5月 16日 12：30 ハウステンボス「トロテイネ」 

 

2.来信  

・佐世保ロータリークラブ 

 2017～2018年度会長エレクト研修セミナー主管の

お願い 

・ＮＰＯ法人 佐世保海洋スポーツ協会   

 「第６回させぼ海洋探検隊 in高島」事業協力の 

お願い ８月２２日（火）～８月２５日（金）  

・ガバナーエレクト事務所 

 次年度地区委員推薦のお礼 

 ＩＴ公共イメージ向上委員会委員 公門新治様 

・ガバナー事務所 

 事務所休業のお知らせ 

  ５月７日（日）まで 

 

3.伝達事項  

① 第９回理事会議事録をセルフボックスに配布 

② ５月１日（月） 特別休会 

③ ５月８日（月）次回例会は授業員招待映画例会 

 

 

《委員会報告》 

米山友の会 小西宗十会長 

友の会会員のセルフ Box に、今年度の「友の会」 

会計報告を入れております。どうぞご確認ください。 

 

渡会祐二 次年度幹事 

４月 27日の次年度理事会の資料提出をよろしくお願

いいたします。 

 

近藤竜一 次年度ロータリー財団・米山奨学委員長 

13：30 から第 1 回財団・米山奨学・国際奉仕員合同

委員会をアルバトロスにて開催いたします。 

 

 

 

 

 

 

緒方信行 北斗会幹事 

5 月 21 日（日）8RC 親睦ゴルフ大会を開催します。

於佐世保 CC 

6 月 3 日（土）第 6 回北斗会を開催します. 

於佐世保 CC 12：50 スタート 

 

 

《 ニコニコＢＯＸ 》  

松田亜由美 親睦活動委員 

 

徳川晃尚君（佐世保 RC） 

佐世保ロータリークラブの徳川晃尚です。今日はメー

クアップでお世話になります。よろしくお願いいたし

ます。 

 

藤井良介会長 永田武義副会長 宮崎有恒幹事 

先日の「峯会員・社長就任祝い」には多くの会員のみ

なさまの出席がありました。峯会員の今後ますますの

ご活躍を祈念します。 

本日の卓話は田島慎会員です。どんな話をしていただ

けるのか、楽しみに拝聴したいと思います。 

 

 峯 徳秀君 

私の社長就任を励ます会には多数のみなさまにご出

席いただき、ありがとうございました。記念品として

いただいたウェッジと 10 ダースのボール、大事に使

わせていただきます。当日言い忘れたことがあります。

当クラブの元会員の隈本幹彦君が、弊社のタクシード

ライバーとして現在頑張っております。どうぞよろし

くお願いいたします。 

 

 八木順平君  田島 慎君 

お酒も飲まないで卓話、頑張ってください。（八木） 

八木君、ありがとう！ 皆さん、今日の卓話よろしく

お願いします。 

 

 小西宗十君  渡会祐二君  中山 誠君 

 村瀬高広君  湯口純二君  中野雄一郎君 

二ノ宮 健君 近藤竜一君  富田耕司君 

豊島揆一君  公門新治君  平石晃一君 

古賀新二君  小川 寛君  森 豊君 

宮原明夫君  松永祐司君  蒲池芳明君 

 緒方信行君  松田亜由美君 

田島 慎会員、本日の卓話楽しみです。 

頑張ってください。 

 


