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Instructions For Use  
      
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【How to use】 
This is daily wear contact lens. You must remove the lens before sleep. 
Don’t forget the lens care when remove. 
  
［Before use］ 
1.Check your eyes for gums and congestions with mirror. 
2.Keep your nails short and round not to damage your eyes and contact 

lens. 
3.Make sure that wash and rinse your hands. 
 
［Checking for lens, package and container］ 
Before open, check the status of lens, package and container whether they 
have any defects. If you see any defects, don’t open the container and 
contact the seller. 
 
［Open］ 

1. Check the one lens is locating in the middle of the container, tear and 
status of color.   

 
2. Turn over the cover, you can find arrow on the aluminum lid. Remove the 

lid twisting it in one direction. Be careful not to hurt your finger.   
3. Remove the rubber cover and slightly shake the container to float the lens. 

Poor it to lens case with preservative solution entirely.  
4. If you failed to remove the lid, don’t try excessively. Use the tools to open 

it. 
 
［Confirmation］ 
1.Check the deformation, discoloration, debris, contamination, scratch and 

damages. If you are using lens with those defects, it can bring the 
possibility of ocular hazard. So DO NOT USE. 

2.Put your lens on your finger and check in and outside. If you use the lens 
with inside out, you can feel discomfort and it easily come off.   

 
 

 
 
［How to wear］ 
1. Put your lens on index finger of your dominant hand and check the in 

and outside of the lens. Moisture removal helps easy wearing.  
2.Grab and fall down your lower eyelid with middle finger of same hand. 
3. Lift up the upper eyelid with other hand’s middle finger to raise the eye 

rims. 
4. Put the lens on pupil with gazing your both eyes to the front. 
5.Check the right location of the lens on pupil and slowly move back your 

finger. 
6.Slowly blink your eyes for several times and check the lens was fitted 

rightly. 
 
［How to remove］ 
1. Clean your hands before handling. Check the location of the lens with 

mirror and gaze the upper direction to make pupil go up. 
2. Fall down the lower eyelid with middle finger of your dominant hand. 
3. Grab and remove the lens with thumb and index finger of dominant hand. 

Be careful not to damage on to your eyeball and lens with nails. 
  
［How to care］ 
・Daily chemical disinfects required. Do not use hot water.  
・Please follow the attached instructions and marked information on the 

cover. Use this product in proper way. 
 ・For treatment and preservation, use the solutions for soft contact lens. 

DO NOT tap water.  
 
【Warnings on usage】 
［Wearing warnings］ 
1. On wearing, follow the medical instructions. 
2. If you feel pain, haziness and blurred focus during use, remove the lens 

immediately and contact your ophthalmologists. 
3. Follow the medical instructions when need to use eye drops during 
wear. 
4. To prevent from potential damage to corneal and lens, do not rub your 

eyes during wear. 
5.During wear, watching TV and monitor for long time can bring the dry eye 

so blink your eyes repeatedly. 
6.People who have allergic disease must contact ophthalmologist and 

follow instructions for proper and safe use before wear. 
7. This contact lens has metallic ingredient pigment. If you are allergic to 

metal, contact your ophthalmologist. Remove the lens before MRI 
scanning.  

8.Colored section partially blocks the light and it can make slight invisibility. 
This will be alleviating as continual use. If this keep being nervous, stop 
using and contact your ophthalmologist.  

9.Until you get used to the lens, don’t wear the lens during driving or 
operations of machinery. If you feel any problems during the task, 
make sure the safety and stop the operation. 

10. Changes on the body like disease, pregnancy, childbirth and internal 
use of medicine, environment can affect on usage of lens. Please 
follow the medical instructions. 

11. If you have any senses of congruity on your eye or feel bad, do not use 
the lens. 

12. Aged or infant who is not available to use the lens, do not try it excessively. 

【Warning】 
Before use, please contact your ophthalmologist. If the product has  
defect or broken during use, contact immediately your ophthalmologist 
for examination. Broken lens can bring ocular hazard e.g corneal 
erosion. However, proper use can bring following hazards inevitably. 
・. Possible decrease of corneal endothelian cell. 
・Using contact lens interferes the oxygen supply, this can increase the 
possibility of ocular hazard e.g corneal neovascularization, corneal 
edema, keratitis and giant papillary hyperplasia. 
・Product life time can be shortened depend on using condition. Change 
your contact lens periodically or discard when its lifetime is over. 
・ There are individual differences on usage time. If you feel discomfort, 
remove your contact lens. Extended use can decrease the supply of 
oxygen to corneal and bring the possibility of ocular hazards. Please 
use in proper time.  
・Read carefully the attached instructions and follow the instructions for 
use, preservation and maintenance. 
 
If you feel any problems, contact immediately you ophthalmologist for 

examination. 
DO NOT USE your contact lens beyond the instructed purpose.  

【Contraindications】 
［Medical Contraindications］ 

・ Acute and subacute inflammation of anterior  

・Eye infection 
・Uveitis 
・ Decreased corneal sensation 
・ Dry eye and lacrimal disorders on lens wearing 
・ Abnormal eyelid 
・Allergy  affecting lens wearing. 
［General contraindications］ 
・Patients who cannot follow the medical instructions. 
・Patients who cannot use in proper ways 
・Patients who cannot get periodical inspection. 
・ Patients who cannot perform health control for lens use. 
・Patients who are extremely nervous. 
［Environmental contraindications］ 
・ Patients who are in dry condition always. 
・Patients whose eyes are exposed to dust and chemicals 
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Contact the ophthalmologist and follow the medical instruction.  
13.Do not use other’s lens. Do not rent your lens to anybody. 
14.Do not lick the lens. Do not put the lens into your mouth. 
 15. Close your eyes when you use hairspray.  
［Warnings on management］ 
1. Do not fold, bend the lens. And do grab it with fingernail. If it’s damaged, do 

not use. 
2. Do not freeze the lens and its solution. Once the lens is frozen, its form is 

corrupted even if it melts down again. So do not use. 
3. Do not use if debris, scars, transformation and discoloration are seen. 4. Do 

not let your lens dried. Once dried, it is not usable. Preserve it with solution.  
 
 

Usage of the lens brings subjective symptoms sometimes as below. This will 
be alleviating as continual use. But if you feel bigger pain or these keep for 
long time, stop using and contact the ophthalmologist.   
 

Symptom Possible cause How to cope 

Sensation 
& Pain 

Inside-out wear Remove, clean, check and re 
wear the lens. Still have a 
problem, change it with new 
one. 

Debris 
Contamination 
Scars, damages 

Ocular problem Get the medical inspection and 
follow the instruction. 

Ocular 
congestion 

Long time use Stop using, wait and see the eye 
condition. Rein on use of lens. Poor sleep, 

feeling bad 

Contamination 
Wash and disinfect the lens. If 
there is no progress, change it 
with new one. 

Dry eye 
Get the medical inspection and 
follow the instruction. Allergy 

Ocular problem 

Itch on 
eyeballs 

Contamination 
Wash and disinfect the lens. If 
there is no progress, change it 
with new one. 

Allergy Get the medical inspection and 
follow the instruction. Ocular problem 

Dry eye 

Dry lens 

Follow the medical instruction 
and use eye drops. Blink your 
eyes repeatedly. 

Dry air 
Watching 

displaying 
monitors for 
long time 

Dry eye Get the medical inspection and 
follow the instruction. Medicine use 

Blurred 
View 

Contamination 
Wash and disinfect the lens. If 
there is no progress, change it 
with new one. 

Dry lens Use eye drops. 
Feeling bad Stop using, wait and see the eye 

condition. Rein on use of lens. Long time use 

Ocular problem Get the medical inspection and 
follow the instruction. 

 
【 How to store 】 

Keep away from a ray of sunlight. Store it at normal temperature.  
【Maintenance】 

  Chemical disinfection is required. 
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【操作方法又は使用方法等】  
本品は、終日装用レンズです。寝る時は必ず外してください。
また、外したときは必ずレンズケアを行うこと。  

  
［レンズを取り扱う前に］ 
1.鏡を見て目ヤニ、目の充血が無いか確認すること。  

2.目やレンズを傷つけないよう、爪は短く切り、先端を丸くな
めらかにしておくこと。 

3.手や指は石鹸等で良く洗い、石鹸等が残らないようしっかり

すすぐこと。 
 
［レンズと包装・容器の確認］ 

開封前にレンズ、包装・容器に異常がないか確認すること。異
常がある場合は開封せずに裏面の販売元にお問い合せ下さい。  

 

［バイアル瓶の開封］ 
1.バイアル瓶の中にレンズが 1 枚あること、またレンズの破れ
や色などを確認して下さい。 

2.バイアル瓶の上フタをめくるとアルミフタに矢印があります。
片方向にひねりまわしながら外します。その際に手や指を切
らないよう注意して下さい。 

3.その後、中フタ(ゴム栓)をはずし、軽く振ってレンズを浮遊
させ保存液ごとレンズケースに流し込んでご使用ください。 

4.誤って上フタを取ってしまった場合は、無理矢理はがさずに

ペンチ等の工具を使用して、片方向にひねりながら外して下
さい。 

 

［レンズの確認］ 
1.レンズを取り出し、変形・変色・異物の付着・汚れ・傷・破
損などの異常がないか確認して下さい。異常を確認したレン

ズをそのまま装用しますと目に障害を与える原因となります
ので、絶対に装用しないで下さい。 

2.レンズを指の上にのせて、表裏の確認をして下さい。レンズ

を裏側にして装用すると違和感を感じたり、はずれやすくな
ってしまいます。 

 

 
 
 

［レンズのつけ方］ 
1.レンズを利き手の人差し指にのせ、表裏の確認をします。こ
の際、レンズの水分を取り除いておくと付けやすくなります。 

2.同じ手の中指で下まぶたをしっかりと引き下げます。  
3.もう一方の手の中指で上まぶたを開き、ふちをしっかりと引
き上げます。 

4.両目でまっすぐ前を見たまま、レンズを黒目の上にのせます。 
5.レンズが黒目に正しくのっていることを確認して、ゆっくり
と指を離します。 

6.ゆっくりと数回まばたきをして、レンズが正しく装着されて
いるか確認をします。 

 

［レンズのはずし方］ 
1.石けん等で手をよく洗ってから、鏡を見てレンズの位置を確
かめて、黒目が上方を向くように鏡を見上げます。  

2.利き手の中指で下まぶたを軽く引き下げます。  
3.そのままの状態で、利き手の親指と人差し指でレンズを軽く
つまんではずします。その際、爪で目を傷つけたり、レンズ

を破損しないようご注意ください。 
 
［レンズのケア］ 

・化学消毒により毎日消毒を行うこと。煮沸消毒は行わないで
下さい。 

・ 使用するケア用品の添付文書や表示事項をよくお読みになり、

正しい使用方法を心がけて下さい。 
・レンズのケア・保存には、ソフトコンタクト用のケア用品・

保存液を使用し、水道水は絶対に使用しないで下さい。 

 
【使用上の注意】  
 ［装用上の注意］ 

1.レンズの装用に関しては、眼科医の指示に従うこと。  
2.装用中に痛みや、くもる、かすむ、ぼやけるなどの見え方の
異常を感じたら直ちにレンズをはずして眼科医に相談するこ

と。 
3.レンズ装用中の点眼薬の使用は、眼科医の指示に従うこと。  
4.レンズ装用中は、目をこすらないこと。角膜を傷つけたり、

レンズを破損する恐れがあります。 
5.レンズ装用中、テレビ、コンピュータ等の画面を長時間見続
けると、目の乾燥をまねきます。意識的にまばたきをくりか

えすこと。 
6.アレルギー疾患をお持ちの方は、レンズの装用に適さない場

【警告】 
使用に当たっては、事前に眼科医の診察、指導を受けること。 

万一、破損などの不具合レンズを装用してしまったり、レンズ
が装用中に破損した場合は、自覚症状の有無に係わらず、速や
かに眼科医の診察を受けて下さい。レンズの装用中の破損によ

り角膜びらんなどの眼障害に至ることがあります。  
 
レンズを適切に使用したとしても以下にような眼障害が不可

避的に発生する危険性があります。 
・角膜内皮細胞の減少を早める可能性があります。  
・レンズを装用することにより酸素供給が 低下し角膜血管新

生、角膜浮腫などの眼障害の危険性が高くなります。また、細
菌性角膜炎、巨大乳頭増殖などの危険性も高くなります。  
 

使用期間は、ご使用の環境により短くなってしまいます。  
使用期間を超えることなく定期的に新しいレンズに交換して
下さい。 

 
レンズの装用時間には個人差があります。目に不快感があると
きには必ず外してください。また、連続装用は、角膜への酸素

供給が低下し、眼障害を発生させる危険があります。適切な装
用時間を守って下さい。 
 

レンズは、添付文書を熟読し、使用方法及び保存等のメンテナ
ンスの方法を守り正しいケアを行って下さい。 
 

少しでも異常を感じたら直ちに眼科医の診察を受けて下さい。 
 
レンズは記載の使用目的以外に使用しないで下さい。  

【禁忌・禁止】  

［医学的禁忌］ 
・前眼部の急性及び亜急性炎症 
・眼感染症 

・ぶどう膜炎 
・角膜知覚低下 
・レンズ装用に問題となる程度のドライアイ及び涙器疾患  

・眼瞼異常 
・レンズ装用に影響を与える程度のアレルギー疾患  
［社会的禁忌］ 

・医師の指示に従うことのできない人 
・レンズを適切に使用できない人 
・定期検査を受けられない人 

・レンズの装用に必要な衛生管理を行えない人  
・極度に神経質な人 
［生活環境的禁忌］ 

・常時、乾燥した生活環境にいる人 
・粉塵、薬品などが目に入りやすい生活環境にいる人  
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合があるため必ず眼科医に相談し、指示を受けて下さい。  

7.本レンズは、金属を含む色素を使用しているため、金属アレ
ルギーの方は眼科医に相談してください。また、MRI 検査を
受ける場合は予めレンズをはずしてから検査を 受けて下さい。 

8.レンズの着色部分が、光量を妨げ見えにくく感じられる場合
や視野に違和感を感じる場合がありますが、慣れるに従い軽
減されます。気になる場合は使用をやめて眼科医に相談 して

下さい。 
9.レンズが目になれるまでは、車の運転や機械類の操作はレン
ズをはずしてから行って下さい。万一、運転中や操作中に異

常を感じた場合は、安全を確認して速やかに運転、操作を中
止して下さい。 

10.病気、妊娠・出産などによる体調の変化や、薬剤の服用、生

活環境によってはレンズの装用に影響を及ぼす場合がありま
すので、眼科医の指示に従って下さい。 

11.目の違和感や、体調が悪いときは、装用はしない で下さい。。 

12.高齢の方や小児でレンズの取扱が難しい場合は、無理な装用
はせず、眼科医に相談し、指示を受けて下さい。 

13.他人のレンズは使用しないこと。また、自分のレンズを他人

に貸すこともしないで下さい。 
14.レンズをなめたり、口の中には入れない で下さい。 
15.ヘアスプレー類の使用は、目を閉じた状態で行 って下さい。 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
［取扱についての注意］ 
1.レンズを扱うときは爪をたてたり、折り曲げたりしないよう

注意して下さい。 
万一破損した場合には、使用しないで下さい。 

2.レンズや保存液は凍らせないこと。一度凍ってしまったレン

ズは解凍しても形状が崩れてしまいますので絶対に使用しな
いで下さい。。 

3.レンズに異物の付着、傷、変形、変色が見られる場合は、使

用しないで下さい。 
4.レンズの乾燥には注意して下さい。乾燥すると使用できなく
なります。常に保存液などで保存してお いて下さい。 

 
 
 

 
 
 

 
レンズの装用により以下の自覚症状が発生することがあります。
個人差もありますが、レンズに慣れるに従って徐々に軽減され

ます。しかし、症状を強く感じたり、長引く場合は、装用を中
止し、眼科医の検査を受けて下さい。 

症状 考えられる原因 対処方法 

異物感

や痛み 

表裏を逆に装着 
レンズを外して確認し、洗浄後、再装着して

ください。異常があれば、新しいレンズに取

り替えて下さい。 

埃などの異物 

レンズの汚れ 

レンズの傷・破損 

眼自体の異常 眼科医の検査を受け、指示に従って下さい。 

目の 

充血 

長時間の装用 レンズの使用を中止して、様子を見る。レン

ズの装用は、控えて下さい。 睡眠不足、体調不

良 

レンズの汚れ 

レンズを洗浄・消毒してください。改善しな

い場合は、新しいレンズに取り替えて下さ

い。 

ドライアイ 

眼科医の検査を受け、指示に従って下さい。 アレルギー 

眼自体の異常 

目の 

かゆみ 

レンズの汚れ 

レンズを洗浄・消毒してください。改善しな

い場合は、新しいレンズに取り替えて下さ

い。 

アレルギー 
眼科医の検査を受け、指示に従って下さい。 

眼自体の異常 

目の 

乾き 

レンズの乾燥 
眼科医の指示を受けて、ソフトコンタクトレ

ンズ用の目薬を点眼してください。また、ま

ばたきを意識的に繰り返して下さい。 

空気の乾燥 

ディスプレイ画面

等の長時間注視 

ドライアイ 
眼科医の検査を受け、指示に従って下さい。 

薬の服用 

目の 

かすみ 

レンズの汚れ 

レンズを洗浄・消毒してください。改善しな

い場合は、新しいレンズに取り替えて下さ

い。 

レンズの乾燥 
ソフトコンタクトレンズ用の目薬を点眼し

て下さい。 

体調不良 レンズの使用を中止して、様子を見る。レン

ズの装用は、控えて下さい。 長時間装用 

眼自体の異常 眼科医の検査を受け、指示に従って下さい。 

 
【貯蔵・保管方法及び使用期間等】  

保管方法：直射日光を避けて室温下で保管すること。  
 
【保守・点検に係る事項】  

レンズケアは、化学消毒を行うこと。  
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使用说明书 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

【 操作方法或使用方法 】 
该产品是全天佩戴隐形眼镜。请睡觉前必须取掉, 并且，当您取
掉时，必须要护理镜片。  

 
［镜片使用前］ 
1.照镜子检查一下眼睛里是否有眼胶或眼充血。 

2.防止损害眼睛和镜片, 把手指甲简短,保持前头圆滑。 
3.把双手冲洗干净, 不能留肥皂泡沫等或异物。 
 

［确认镜片的包装・容器 ］ 
开封镜片包装前,请首先确认包装上是否有问题。如果包装上有任
何问题存在,请勿开封容器,立刻联系供应商。 

 
［打开瓶装方法］ 

1.每瓶中有一片镜片, 打开前请检查瓶中的镜片有否撕裂或是颜
色不同。 

2.首先抓住瓶身看顶部的盖子，铝盖上有个方向箭头。从箭头方
向往上面拉，然后转着脱离铝盖。脱离铝盖时请注意割伤手指

或手。 
3.然后，把胶塞拿掉，把瓶身轻轻的摇动让瓶里的镜片飘起来之
后, 跟瓶里的保存液一起倒在镜片盒上使用。 

4.如果不小心只采取了盖子，请不用勉强打开, 使用钳子等工具，
往一个方向转动取掉铝盖。 

 

［确认隐形眼镜］ 
1.拿出镜片后，请首先检查镜片是否有变形,变色,异物,伤口或破

损等的问题。如果戴了有此问题的镜片,会引起眼睛疾病，所以
请您绝对不要佩戴。 

2.请把镜片放在手指上面, 检查正面和反面。如果镜片戴反,会觉
得眼睛不舒服，并且会容易从眼睛掉下来。 

 
 

 

 
 
［佩戴镜片方法］ 

1.把镜片放在常用手的食指上，确认两侧。此时，删除掉镜片面
上的水分,可以更容易戴上镜片。 

2.用同一只手的中指把下眼皮拉下。 

3.用另一只手的中指把上眼皮拉上,让眼边扩大。 
4.双眼直视前方, 把镜片轻轻的放在瞳孔上。 
5.确认好镜片放在瞳孔之后, 慢慢地把双手松开。 

6.慢慢地做几次睁开.闭着眼睛的动作, 确认是否正确的戴好镜
片。 

 

［取掉镜片方法］ 
1.首先把双手洗干净,照着镜子看好镜片的位置，让瞳孔朝上。 
2.用常用手的中指轻轻地把下眼皮拉下来。 

3.同时, 用常用手的拇指和食指轻轻取出镜片。当取出镜片时,
请注意指甲伤害到眼睛，并且注意损坏到镜片。 

 

［镜片的管理方法］ 
・用镜片消毒液来天天消毒。请不要用水热煮消毒。 
・请仔细阅读管理物品的附件及标志项目, 请留意正确使用方法。 

・由隐形眼镜的护理.保存，必须得使用软接触护理产品及专用保
存液，请绝对不要使用自来水。 

 

【使用上的注意】 
 ［佩戴上的注意］ 

1.佩戴镜片，请听从眼科医生的指示。 
2.如佩戴着镜片时, 有遇到眼睛疼痛, 磨损，多云，视力模糊等
问题发生时,请立刻取掉镜片去咨询眼科医生。 

3.佩戴镜片时用的滴眼液使用方法，请照眼科医生的指示。 

4.佩戴镜片时不能用手揉眼睛。会损伤到角膜，并且也会损坏到
镜片。 

5.佩戴着隐形眼镜，长时间对着电视屏幕，电脑等，会引起眼睛

干燥。自觉地重复眼睛闪烁。 
6.如果您有过敏性疾病，可能会不适合戴隐形眼镜, 使用前一定
要按照眼科医生的指示。 

7.本镜片是因为含有金属颜料，如果有金属过敏，请咨询眼科。
此外，如 MRI 检查时，检查之前请把镜片取掉。 

8.镜片的颜色部分，因挡住光线多多少少会有看的模糊或有不舒

服感觉，这些现象是适应之后会降低，如果您对此现象有所担
心，请停止使用镜片,咨询眼科医生。 

9.完全适应戴镜片之前, 最好在驾驶或操作机器时，首先请把镜
片取掉,如果戴着镜片开车或操作机器时，有发现到异常,请立
刻停止驾驶或操作机器。 

10.由于生病.怀孕等健康上的变化及服用药物.生活环境也会影

响到佩戴镜片，这也需要听从眼科医生的指示。 
11.眼睛不舒服或身体状况不佳时，请不要佩戴镜片。 

【警告】 
 

在使用时，提前接受眼科医的指导。  
如果戴了已损坏的镜片或戴着时被损坏，无论症状的存在，请您
立即去找眼科医受诊。如戴着损伤镜片会引起眼睛疾病。 

 
就算把隐形眼镜使用的很即使, 不小心会有产生以下的眼睛疾
病  

- 可能会加速角膜内皮细胞减少。  
- 由戴着镜片降下供应氧气, 会提高发生角膜血管新生, 角膜水
肿等眼睛疾病，此外，也会提高发生细胞性角膜炎。 

 
因环境的要素会影响到镜片的使用期限长短。  
希望请定期的更换新镜片不超过使用期限。 

 
镜片佩戴时间有个人的差异。当出现眼睛不舒服的感觉时请立即
要把镜片取下。而且，连续佩戴，会减少角膜的氧气供应，引起

眼睛疾病的可能性。请遵守适当的佩戴时间。 
 
请仔细阅读附件，请遵守使用方法及保存等的维护方法,护理您

的隐形眼镜。  
 
如果眼睛感到有点不寻常请立刻找眼科医受诊。  

 
请不要把镜片使用在规定以外的其他用途使用。 

【 禁止项目 】 

[ 医学上的禁项 ] 
- 前眼部的急性及亚急性炎症  
- 眼部感染症  

- 葡萄膜炎  
- 角膜知觉减退  
- 影响佩戴隐形眼镜程度的干眼病及泪道疾病  

- 眼睑异常  
- 影响佩戴隐形眼镜程度的过敏性疾病  
[ 社会上的禁项 ] 
- 不能听从医生指示的人  
- 不能适当的使用隐形眼镜的人  
- 不能接受定期检查的人  

- 不能做隐形眼镜卫生管理的人  
- 非常敏感性的人  
[ 生活环境上的禁项 ] 
- 常常生活在干燥环境的人  
- 眼睛里容易进入灰尘,药品的场所环境上的人 
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12.如果高龄的老人与幼小的儿童不方便戴镜片，请不要勉强戴，

请咨询眼科医生的指示。 
13.请不要佩戴他人的镜片, 也不要把自己的镜片给予他人佩戴，
注意引起各种传染病。 

14.请不要把镜片放入口中或用嘴巴舔 。 
15.如要使用发胶类时，请闭着眼睛使用。 
 

［佩戴过程中的注意项目］ 
1.在佩戴过程中，请注意被指甲破损，不要弯曲。 
如果不小心被损坏，请不要使用。 

2.请不要让镜片及护理液冻结。镜片一旦冻结，就算解了冻,形状
已经有了变化,请绝对不要再次使用。 

3.如镜片上发现异物，划痕，变形，变色时，请不要使用。 

4.请注意镜片被干掉，一旦干了之后就不能使用, 平常时请用保
存液来保管。 

 

 
佩戴镜片时可能会遇到下列症状。虽然每个人都有差异, 也有适
应了佩戴之后将会减少症状。但是，如果症状有感到强烈，或者
发生症状的时间长,请立即停止佩戴，到眼科检查。 
 

症状 可能造成原因 对应方法 

不 适 

或  

疼 痛 

佩戴时正反面错

误 
取掉镜片检查，清洗，请重新佩戴。如

果出现异常，请更换新镜片。 
灰尘 及 异物 

镜片变脏 

镜片伤痕・破损 

眼睛本身异常 需要咨询眼科，请按照指示进行。 

眼睛 

充血 

长时间佩戴 停止使用的镜片，等待状况。 
请不要马上佩戴 。 睡眠不足, 

身体状况不好 

镜片变脏 
请清洁.消毒镜片。如果没有改善，请

更换新的镜片。 

眼球干燥 

需要咨询眼科，请按照指示进行。 眼睛过敏 

眼睛本身异常 

眼睛 

痒痛 

镜片变脏 
请清洁.消毒镜片。如果没有改善，请

更换新的镜片。 

眼睛过敏 
需要咨询眼科，请按照指示进行。 

眼睛本身异常 

眼睛 

干燥 

镜片干燥 
请按照眼科指示，请用隐形眼睛专用滴

眼液,滴在眼里。并且，请反复眼睛闪
烁。 

空气干燥 

长时间直视 

Display 画面等 

干眼症 
需要咨询眼科，请按照指示进行。 

服用药物 

眼睛 

模糊 

镜片变脏 
请清洁.消毒镜片。如果没有改善，请

更换新的镜片。 

镜片干燥 请用隐形眼睛专用滴眼液,滴在眼里。 

身体状况不好 停止使用的镜片，等待状况。 
请不要马上佩戴 。 长时间佩戴 

眼睛本身异常 需要咨询眼科，请按照指示进行。 

 
【储藏・保管方法】 

保管方法：保管在温室,远离阳光直接照射。 
 
【关于维护・检查】 

护理镜片，是用化学消毒的方法。 
 

 

 
 


