NEWS

RELEASE

ʻʻAsian Beautyʼʼ
東洋人女性のエキゾチックな瞳をバランスよく、美しく、華やかに彩る
コスメコンタクト ®「Bee Heart B」発売

コンタクトレンズの企画・製造・販売事業を展開する株式会社メリーサイト（本社：愛知県
名古屋市、代表取締役社長：佐藤敏髙、以下メリーサイト）は、2014年7月26日、コスメコン
タクト®「BeeHeartB」を発売 いたします。

2010年11月に高度管理医療機器の非視力補正用色付コンタクトレンズとして、厚生労働省
第1号承 認を受けたビーハートビー® ワンデーは、発売より3年8カ月が経過し、幅広い世 代
の女性ユーザーの 支 持を 獲得し、市場をリードするブランドへ 成長しました。さらにビー
ハートビー® ワンデーを成長させる為に、レンズデザイン、パッケー ジを 一 新 し、す べて
度ありレンズにすることで、全ての女性に満足いただける商品として、愛用者の拡大を実現
していきます。

また今回「BeeHeartB」の新イメージモデルとして、雑誌モデルなどで活躍中の、メロディ
ー洋子さんを起用し、広告展開を開始します。

イメージモデル：メロディー洋子さん
メロディー 洋子さんは カリフォルニア州レドンドビーチ
出身、アメリカ×日本 のモデル。現 在東京を中心 にファ
ッションモデルそしてテレビタレントとして活躍中。多く
の雑誌や表紙に出演し、近年恒例行事となったファッション
ショーの人気トップモデルである。BIRKENSTOCKのアンバ
サダー就任やCLASSY、GLAMOROUS、Sweetなど多くの
人気雑誌で活躍中。

BeeHeartBのテーマは「Asian Beauty」東洋人女性のエキゾチックな瞳を、バランス良く、美しく、
華やかに彩るためのコスメコンタクト® を目指しました。パッケージは、東洋の伝統文様。ヨーロッパ

美術やファッション界にも多大な影響を与えた美しい文様を女性をワクワクさせる上質なコスメ
パ ッケージに 仕上げました。7 種 類のレンズを「輝」
「艶」
「華 」の世界観で表現しています。
パッケージにもこだわった新しいBeeHeartBをお愉しみください。

【発売日】 2014年7月26日（土）
※30枚・35枚入りの-0.50D〜-6.00Dは9月中旬より展開予定
※-6.50D〜-10.00Dは順次発売予定
※詳細につきましては、各担当営業までお問い合わせください

【商品特徴】
女性の瞳を美しく輝かせる不変のデザイン。
ビーハートビー® ワンデー発売当初から人気の衰えない「ショコラブラウン」と
「キャラメルブラウン」
を継続して販売をいたします。15枚・35枚と増量パッケージでご愛顧への感謝を表します。
ショコラブラウン

キャラメルブラウン

ナチュラルに盛る定番デザイン。
派手になりすぎないブラウンが人気です。

Lens
Spec

レンズ直径 14.0mm
着色外径 13.3mm
1DAY 度あり
1tone

Price

15 枚入：￥1,800＋税
35 枚入：￥3,700＋税

ナチュラルに大きく。
輪郭を縁取ってクリッと愛らしい印象に。

Lens
Spec

レンズ直径 14.0mm
着色外径 13.3mm
1DAY 度あり
2tone

Price

15 枚入：￥1,800＋税
35 枚入：￥3,700＋税

おもわず引き込まれてしまう妖艶で神秘的な瞳に。西洋人の虹 彩をベースにして作られている
瞳の色を変えるためのブレンドレンズは違和感がある！もっと自然なレンズを！との声にお応え
して、日本人の虹彩に合わせたブレンドを研究し、西洋人が憧れる東洋の色気を感じさせるレン
ズに仕上がりました。
インディゴ

奥ゆかしくどこか儚げなのに芯が強い日本人女性をイメージしたデザイン。
日本の伝統色である藍色をベース気品ある紫をブレンドしました。見る角度
と光によって表情が変わる魅惑のレンズです。

イエローグリーン

Lens
Spec

レンズ直径 14.3mm
着色外径 13.8mm
1DAY 度あり
3tone

Price

10 枚入：￥1,800＋税
30 枚入：￥3,700＋税

ダークブラウンの虹彩に合うグリーンをベースにひ
まわりを連想させるイエローをブレンド。東洋人的
リアルハーフ EYE を追求し黒目から自然にブレンド
カラーが広がり違和感のない瞳に。

Lens
Spec

レンズ直径 14.0mm
着色外径 13.2mm
1DAY 度あり
3tone

Price

10 枚入：￥1,800＋税
30 枚入：￥3,700＋税

華やかで可憐な瞳でHappyオーラを振りまきます。3toneブレンドで奥行き感をだし、
虹彩のリアル
を損なわない着色とフチに向かってドットグラデーションが広がる【フチグラデ】で自然にフワッ
と愛らしい瞳に。しかもナチュラルレンズにありがちな「フラ現象※」を出さないデザインに 。コス
メコンタクトの新定番となるメリーサイトの自信の新デザイン。

オリーブ

こんなに透明感のあるレンズ初めて！と試作段階から大評判のオリーブ。
虹彩の色やサイズに左右されない特別なブレンドです。フラ現象を心配
せず、小さな瞳の方も大きな瞳の方も大満足のレンズです。

ダークブラウン

Lens
Spec

レンズ直径 14.3mm
着色外径 13.8mm
1DAY 度あり 3tone

Price

10 枚入：￥1,800＋税
30 枚入：￥3,700＋税

艶と深みと愛らしさに「フチグラデ」のナチュラル感。
大人の女性が納得するブレンドレンズが出来ました。

Lens
Spec

レンズ直径 14.3mm
着色外径 13.8mm
1DAY 度あり 3tone

Price

10 枚入：￥1,800＋税
30 枚入：￥3,700＋税

ブラウン

ピュアナチュラルフレアのナチュラル感をベースに立体感と透明感のある
「なんだかキレイ」と思わせる超自然
美しいレンズに仕上がりました。
派コスメコンタクト® 。

Lens
Spec

レンズ直径 14.3mm
着色外径 13.8mm
1DAY 度あり 2tone

Price

10 枚入：￥1,800 ＋税
30 枚入：￥3,700 ＋税

※フラ現象：レンズが透けて白目部分がみえてしまう事。

【商品情報】
単回使用視力補正用色付コンタクトレンズ
（ワンデー度なし・度ありコスメコンタクト® レンズ）
販売名

ビーハートビー１

承認番号

22200BZX00889A08

価格

1箱10枚入・15枚入 / 1,800円（税抜）
1箱30枚入・35枚入 / 3,700円（税抜）

包装

1 ショコラブラウン、2 キャラメルブラウン / 1箱15枚・35枚入
3 インディゴ、4 イエローグリーン、5 オリーブ、6 ダークブラ
ウン、7 ブラウン /1箱 1 0枚・30枚入り

レンズデザイン

1 ショコラブラウン、2 キャラメルブラウン、3 インディゴ、
4 イエローグリーン、5 オリーブ、6 ダークブラウン、7 ブラウン

DIA（直径）

14.0mm・14.3mm

BC（ベースカーブ）

8.6 mm

含水率

38％

度数

±0.00Ｄ
-0.50Ｄ〜-6.00Ｄ（0.25Ｄｽﾃ ｯﾌﾟ）
-6.50D〜-10.00D（0.50Dｽﾃｯﾌﾟ)

分類

グループⅠ（非イオン性低含水レンズ）

構成モノマー

2-HEMA、MAA、EGDMA

着色剤

金属酸化物系着色剤、フタロシアニン系着色剤
カーボン系着色剤、カルバゾール系着色剤

製造方法

モールド製法

製造販売元

株式会社メリーサイト
愛知県名古屋市中区栄四丁目14番2号 久屋パークビル5階

※30枚・35枚入りの-0.50D〜-6.00Dは9月中旬より展開予定
※-6.50D〜-10.00Dは順次発売予定
※詳細につきましては、各担当営業までお問い合わせください

【会社概要】

会社名

株式会社 メリーサイト

Melly Sighte co.,ltd.

第一種 医療機器 製造販売業 許可証 23B1X10008
医療機器 製造業 許可証 23BZ200129
高度管理医療機器等 販売業 許可証 名高機第887号

本社

〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄四丁目14番2号 久屋パークビル5階
TEL 052-228-7941 FAX 052-228-7942
HP http://ms2012.jp/

E-mail info@ms2012.jp

設立年月日

2012年4月5日

資本金

1億3,495万円

代表取締役

佐藤

従業員数

55名 (2014年7月1日現在)

取引銀行

みずほ銀行船場支店、三井住友銀行名古屋栄支店、十六銀行名古屋営業部、

敏髙

愛知銀行本店営業部、大垣共立銀行名古屋支店、岡崎信用金庫大池町支店
事業内容

・コンタクトレンズの製造、販売
・コンタクトレンズ関連商品の販売

