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オシャレの新定番！ユーザーの声から生まれた瞳にやさしいカラーコンタクトレンズ

『ウェイブワンデーリング（WAVE ONE DAY RING）』新発売
イメージキャラクターは女優の鈴木ちなみさん、自然なきらめきで目元の印象アップ！
株式会社パレンテ(本社：千葉県千葉市、代表取締役：吉田 忠史、以下パレンテ)は、2015 年 12 月 10 日（木）、
ユーザーの声から生まれたワンデーカラーコンタクトレンズ『ウェイブワンデーリング（WAVE ONE DAY RING）』の
販売を開始いたしました。人気ファッションモデルで女優の鈴木ちなみさんをイメージキャラクターに起用。瞳へ
のやさしさと自然なカラーニュアンスでカラコン初心者から上級者まで幅広いニーズに応える製品です。
『ウェイブワンデーリング（WAVE ONE DAY RING）』http://www.wavecontact.jp/ring

■ 最重視はやっぱり“目元”自然に目元の印象アップ！カラーコンタクトはアイメイクの新定番に
カラコン＝ギャルというイメージはもう過去
のもの！近年、学生や OL を中心に、アイメイク
感覚で普段使いできるカラーコンタクトレンズ
の人気が拡大しています。
人気メイク動画サイト『GODMake.』が行った
アンケート調査（※）では、
「一番重視している
ケア・メイクポイントは？」という質問に 51％
が「アイメイク」と回答。ナチュラルメイクブ
ームの今でも目元のメイクを重視する傾向が明
らかになりました。つけまつげや派手なアイシ
ャドウに頼らず、印象的な瞳を演出できるカラ
ーコンタクトレンズは、「自然に見せたいけど、
目ヂカラは大事！」という女性の間で、アイメ
イクの新定番として注目を集めています。

※GODMake.「メイクに関するアンケート」
（回答：GODMake.ユーザー女性 606 名、2015 年 5 月）

■ 「こんなカラコンが欲しかった！」ユーザーの声から生まれたカラーコンタクトレンズが新発売
パレンテは、自社オンラインショップ「レンズアップル」で実施したユーザーアンケートをもとに“お客様の声
から生まれたコンタクトレンズ”『ウェイブワンデー（WAVE1DAY）』を 2013 年 12 月に発売。
「目にやさしく、財布
にもやさしい、気軽に使えるワンデーコンタクト」として人気を博し、現在延べ 36 万人に愛用されています。
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この『ウェイブ』シリーズの新商品として、国内老舗コンタクトレンズメーカー株式会社シードとの共同開発に
より『ウェイブワンデーリング（WAVE ONE DAY RING）
』を 2015 年 12 月 10 日に発売。「安心して毎日気軽に使える
カラーコンタクトが欲しい！」というユーザーの声を元に、カラーやサイズ、形状、価格まで要望に応える形で開
発しました。
毎日快適に装用できる安心設計に加え、裸眼のような自然さ、それでいて確実に目元の印象がアップするような
デザインを考案。カラコン初心者から、これまでのカラコンにもの足りなさを感じていた上級ユーザーまで、年齢
ファッション問わず、どなたにもご満足いただける商品仕様に仕上がりました。

■ 今だけ！お得に試せるオンラインショップで「新発売記念キャンペーン」を実施中
『ウェイブワンデーリング（WAVE ONE DAY RING）
』新発売を記念して、2016 年 1 月 29 日まで各取扱いオンライン
ショップにて、特別価格やクーポンなど通常よりお得に購入できるキャンペーンを実施中です。さらに、使用して
合わなかった場合は全額返金保証付き。安心してお試しいただけます。
『ウェイブワンデーリング（WAVE ONE DAY RING）』は、各取扱いオンラインショップ（ショップ一覧
http://www.wavecontact.jp/ring/howtobuy.html ）、および、楽天市場、Amazon.co.jp、ヤフーショッピング、ヤマ
ダモール、ポンパレモール などの EC サイトでも購入が可能です。 ※ショップによりキャンペーン内容は異なります。

■ 『ウェイブワンデーリング（WAVE ONE DAY RING）
』商品概要
『ウェイブワンデーリング（WAVE ONE DAY RING）』は、ユーザーの声から生まれたワンデータイプのカラーコ
ンタクトレンズ。ウェイブシリーズのコンセプト「みんなにやさしいコンタクトレンズ」はそのままに、自然な
カラーリングできらめく瞳を演出します。
カラーは、自然なニュアンスで愛らしい印象の「ナチュラルベール」と、キュンとする大人かわいい印象の「ヴ
ィヴィッドベール」の 2 色。イメージキャラクターはタレント・モデルとしても活躍中の女優、鈴木ちなみさん
です。
商 品 名：ウェイブワンデーリング（WAVE ONE DAY RING）
U R L： http://www.wavecontact.jp/ring
カラー：2 色

特

ナチュラルベール（ライトブラウン）

ヴィヴィッドベール（ダークブラウン）

自然なニュアンスで愛らしい瞳に

キュンとする大人かわいい瞳に

長：ユーザーの声から生まれた瞳にやさしいカラーコンタクトレンズ

【ウェイブシリーズ
目にやさしい
財布にやさしい
時間にやさしい
装用がやさしい

4 つのやさしさ】
・非イオン性で汚れが付着しにくい
・ワンデータイプは毎日新しいレンズが目に優しい
・毎日使うものだから、リーズナブルな価格が財布にやさしい
・ワンデータイプは必要な時だけ使用できて経済的
・いつでもどこでもオンラインで買える(PC／タブレット／携帯電話)
・店舗に行く時間と交通費が節約できる
・薄型設計で快適な装用感
・薄型なのに形状保持性に優れ、つけ外しがとっても簡単
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【安心設計】

【レンズスペック】
商品名：ウェイブワンデーリング（WAVE ONE DAY RING）
1 日使い捨てソフトコンタクトレンズ／1 箱 30 枚入り
カラー：ナチュラルベール（ライトブラウン）
ヴィヴィッドベール（ダークブラウン）
PWR ：±0.00、-0.50D～-10.00D
（ -6.00 までは 0.25 刻み、-6.00 以降は 0.50 刻み）
直径：14.0mm
着色直径：ヴィヴィッドベール 13.4mm
ナチュラルベール 12.8mm
BC ：8.70mm
医療機器承認番号：22400BZX00111000
販売名（医療機器承認名称）
：シード Eye coffret 1day

※装用感は個人差があります

＜発売元＞
会 社 名： 株式会社パレンテ
本 社 所 在 地：〒260-0015 千葉県千葉市中央区富士見 2-2-1 ニュー千葉ビル 2 号館 4F
代 表 者： 代表取締役 吉田 忠史
事 業 内 容：コンタクトレンズおよび眼鏡のインターネット販売
U
R
L： https://www.parente.jp/index.html
主 要販売サイト：レンズアップル http://www.lens-apple.jp/
「レンズアップル」は株式会社パレンテが運営するコンタクトレンズ・
眼鏡のネットショップです。パレンテ運営のショップ会員数は合計約 350
万人（2015 年 9 月末時点）
。国内・海外の主要メーカーのコンタクトを取
り扱っています。処方箋確認不要、最短当日スピード配送、送料無料キ
ャンペーン、全額返金保証など充実のサービス。コンタクトレンズを安
心してお買い求めいただけます。
＜製造販売元＞
会 社 名： 株式会社シード
本 社 所 在 地：〒113-8402 東京都文京区本郷 2-40-2
代 表 者： 代表取締役社長 浦壁昌広
事 業 内 容： コンタクトレンズ製造・販売ほか
U
R
L： http://www.seed.co.jp/
＜商品に関するお問い合わせ＞
レンズアップル カスタマーサポート
TEL. 0120-147-272
＜本リリースに関するお問い合わせ＞
株式会社パレンテ 商品部マネージャー：垣内健一（かいと けんいち）
TEL ： 0120-147-272 ／FAX ：050-3737-3730 ／E-mail： info@wavecontact.jp
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