[The Worldʼs First Ever] Service operation of “MEGANE on MEGANE" which
allows you to try on glasses while wearing yours started at JINS Shibuya PARCO
[世界初]メガネをかけたまま、メガネを試着できる「MEGANE on MEGANE(メガネ
オンメガネ )」を 「JINS渋⾕パルコ店」でサービス運⽤開始

KAZAK Co., Ltd.,:the company works on AI business Production and UX/UI development,
etc., and Nefrock Co., Ltd.,:a venture company that originated at Tokyo Institute of
Technology which conducts R&D, system construction, and algorithm licensing business of
artiﬁcial intelligence using deep learning, started oﬀering “MEGANE on MEGANE”, the
service which enables you to virtually try on 3D glasses on the display monitor while
making the grasses youʼre wearing invisible, utilizing the world's ﬁrst AI technology using
an original image generation, conversion and removal engine by deep learning at the nextgeneration glasses store “JINS Shibuya PARCO” in “Shibuya PARCO”, which opened today
on Friday, November 22.
AI事業プロデュースおよびUX/UI開発などを⼿がける株式会社KAZAKと、ディープラーニング
を⽤いた⼈ ⼯知能の研究開発・システム構築・アルゴリズムライセンス事業を⾏う東⼯⼤発
ベンチャーの株式会社 Nefrockの2社は、本⽇11⽉22⽇(⾦)にグランドオープンした「渋⾕
PARCO(パルコ)」内の次世代 型店舗「JINS渋⾕パルコ店」において、ディープラーニングに
よる独⾃の画像⽣成・変換・除去エンジン を⽤いた世界初のAI技術を活⽤し、着⽤中のメガ
ネをリアルタイムで映像から消し、その上から3Dのメガ ネをバーチャル試着する「MEGANE
on MEGANE(メガネオンメガネ)」の提供を開始いたしました。
Explanation video URL about "MEGANE on MEGANE”
https://youtu.be/mkeLK1Suqtw

STEP1

Stand in front of the display
monitor and scan the
glasses you want to try on

STEP2

STEP3

The glasses you are wearing
disappear on the screen

3D virtual ﬁtting Suitability
also scored.

■About “MEGANE on MEGANE”
When trying on eyeglasses, There has been a problem that people cannot see theirselves
well because the samples were without optical correction. Utilizing “MEGANE on
MEGANE”, You can try on the glasses while wearing yours, so that you can check on your
own ﬁtting without losing your sight.
■「 MEGANE on MEGANE(メガネオンメガネ)」について これまでメガネを試着する際、店
頭のサンプルメガネに度数が⼊っていないために⾃分の試着した姿がよく ⾒えないという悩
みがありました。「MEGANE on MEGANE(メガネオンメガネ)」を活⽤することに より、試
着時に⾃分のメガネをかけたまま店頭のメガネを擬似的に試着できるため、視⼒を奪われるこ
とな く⾃分の試着姿を確認することが可能となります。
■Possibility of utilizing image generation / conversion / removal technology
In the future, image generation, conversion, and removal technologies may be used in a
wide range of industries, including the fashion and beauty industries. For example, it
makes speciﬁc objects invisible on the screen and enables us to try on clothes, kimonos,
suits and ties, or change hairstyles virtually in real time. In addition, since it makes it
possible to virtually try on products even online, it can be applied to E-commerce website
and digital signage display at the store.
■画像⽣成・変換・除去技術の活⽤可能性について 今後、画像⽣成・変換・除去技術は、
ファッションや美容業界など幅広い業種で活⽤できる可能性がありま す。例えば、洋服・和
服の試着、スーツやネクタイの試着、髪型髪⾊の変更などリアルタイムで映像から特 定の物
体を取り除き、その上からバーチャル試着をするといった加⼯が可能となります。また、他に
も、オ ンライン上で商品のバーチャル試着なども可能となるので、ECサイトや店頭サイネー
ジでの活⽤も期待で きます。

▲(Application example) Generating an image of new hairstyle or the clothes
you want to try on on the screen while making your current ones invisible.
▲(活⽤イメージ)着⽤中の洋服や現在の髪型を消去し、試してみたい洋服やヘア
スタイルを新たな映像と して⽣成しています。

■About Nefrock and KAZAK: the co-developers
○Nefrock
A venture company that originated at Tokyo Institute of Technology, founded in 2011, with the
vision of "making the world more fun with technology."
We are engaged in R&D, system construction, and algorithm licensing of artiﬁcial intelligence
using deep learning.
Since we believe that physical interaction is also important for the practical use of AI, we are
developing products from tangible and intangible aspects.
In addition to the engine we used this time, we provide services using various AI engines
developed in-house, such as an image recognition engine, face recognition engine, natural
language processing engine, and products that integrate hardware and software such as a
smart lock system and beer recognition system
○Nefrock(ネフロック)
『テクノロジーで世の中をもっと楽しくする』 というビジョンを掲げる、2011年創業の東⼯⼤発
ベン チャー。ディープラーニングを⽤いた⼈⼯知能の研究開発・システム構築・アルゴリズムラ
イセンス事業を ⾏っています。AIの実⽤には物理的なインタラクションも重要と考え、ソフト・
ハード両⾯からのアプロー チで開発を進めています。今回のエンジン以外にも、画像認識エンジ
ン・顔認証エンジン・⾃然⾔語処理エ ンジンなど、⾃社開発した各種AIエンジンによるサービス
の提供や、スマートロックシステム・ビール認識 システムなどのハードウェアとソフトウェアを
融合したプロダクトの提供も⾏っています。
Oﬃcial website: https://nefrock.com
Role in the development of "MEGANE on MEGANE”:
・Development of image/ video generation/ conversion/ removal technology using deep
learning ・Integration of AI module into front-end application
「MEGANE on MEGANE(メガネオンメガネ)」での開発の役割: ・ディープラーニングを⽤いた画
像および映像の⽣成・変換・除去技術開発 ・AIモジュールのフロントエンドアプリケーションへ
のインテグレーション
○KAZAK
A UX development team with advantages and achievements in creativity and business
production. Mainly operating service business development and product development utilizing
AI in Japan and abroad.
○KAZAK(カザック)
クリエイティブ×ビジネスプロデュースに強みと実績を持つUX開発チーム。 AIを活⽤したサービ
ス事業開発およびプロダクト開発を中⼼に国内外で活動中。
Oﬃcial website: https://www.kazak.co.jp
Role in the development of "MEGANE on MEGANE”: ・Comprehensive production and service
design
・Creative direction
・UX design development/ development of virtual eyeglasses ﬁtting
「 MEGANE on MEGANE(メガネオンメガネ)」での開発の役割: ・総合プロデュースおよびサー
ビス設計 ・クリエイティブディレクション ・UXデザイン開発/メガネのバーチャル試着開発

