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福岡を拠点に活動する 4 人組バンド yonawo 初となる広告出演！ 

メガネブランド Zoff の「Zoff CLASSIC Summer Collection」夏の顔に。 

2021 年 4 月 30 日(金)発売 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

メガネブランド「Zoff（ゾフ）」を運営する株式会社インターメスティック（本社：東京都港区）は人気の「Zoff CLASSIC」

から、夏の新作「Zoff CLASSIC Summer Collection」を 2021 年 4 月 30 日(金)より全国の Zoff で発売いたします。 

 「Zoff CLASSIC」はディテールにこだわった本格的なヴィンテージデザインから、現代風にアレンジし旬なデザインに

落とし込んだトレンド感あふれるラインアップで常時約 150 種類を取りそろえる人気シリーズ。 

 SNS でも人気の夏らしい涼しげなクリアカラーフレームだけを集めた「Zoff CLASSIC」シリーズと、「チタン」と「ウ

ルテム」の高機能素材の組み合わせによって快適な掛け心地を実現した新感覚の「Zoff SMART CLASSIC」の全 44 種類。 

マスクとメガネの組み合わせが日常になり、目元を軽やかにコーディネートできる涼やかな夏のクラシックコレクション

です。 

 今回のルックは福岡を拠点に活動する人気の 4 人組バンド「yonawo(ヨナヲ)」のメンバー荒谷翔大さん（Vo）、田中

慧さん（Ba）、斉藤雄哉さん（Gt）、野元喬文さん（Dr）の 4 名と、モデルでカメラマンの柴田ひかりさんが出演。 

yonawo のメンバー全員での広告出演は今回が初となり、メンバー全員のメガネ姿も普段は見られない貴重なルックとな

っています。 

  さらに、Zoff 公式 Instagram では 4 月下旬に投稿される yonawo と柴田ひかりさんそれぞれが出演される投稿の中

で「Zoff CLASSIC Summer Collection」の新作メガネが抽選で合計 10 名様に当たるプレゼントキャンペーンを実施。 

詳細は HP（https://www.zoff.co.jp/shop/t/t1812/）をご確認ください。 

 

商品概要 

【商品名】    Zoff CLASSIC Summer Collection（ゾフ クラシック サマーコレクション） 

【種類】  Zoff CLASSIC       13 型 35 種類 ¥5,500～¥8,800（税込） 

  Zoff SMART CLASSIC 3 型 9 種類   ¥13,300（税込） 

【発売日】 2021 年 4 月 30 日（金） 

【価格】  ¥5,500～¥13,300（税込・セットレンズ代込） 

【取扱店舗】   Zoff 全店（アウトレット店除く）、Zoff 公式オンラインストア、Zoff 楽天市場店、 

Zoff ZOZOTOWN 店、アイルミネ Amazon(予定) 

【特設ページ】 https://www.zoff.co.jp/shop/contents/zoff-classic.aspx （4 月 30 日更新予定） 

【Instagram プレゼントキャンペーン応募要項】https://www.zoff.co.jp/shop/t/t1812/ 

【一般のお客様のお問い合わせ先】ゾフ・カスタマーサポート Tel.0120-013-883（平日 11:00～18:00） 

mailto:pr@zoff.com
https://www.zoff.co.jp/shop/contents/zoff-classic.aspx
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商品詳細 

▼Zoff CLASSIC 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

品番(カラー) ZA191010_13A1(ダークグレー) 

価格 5,500 円（税込・セットレンズ代込） 

シェイプ クラウンパント 

人気のフレームに新色が登場。飾り鋲やキーホールといった、クラシカルなディテールを施したアセテートフレーム。 

バチ先（つるの先）の形状を太くすることでフロントとのバランスを考えたデザインに。 

品番(カラー) 【左から】ZA191019_50A1(ライトイエロー)、ZA191019_21A1(ピンク) 

価格 8,800 円（税込・セットレンズ代込） 

シェイプ ボストン 

人気のコンビネーションフレームに新色が登場。これからの季節に似合う透け感のあるプラスチックとシャイニーな金属

のコンビが目元を涼やかに彩ります。 

品番(カラー) ZA201011_21A2(ピンク) 

価格 5,500 円（税込・セットレンズ代込） 

シェイプ ボストン 

人気のフレームに新色が登場。クラシック感漂う小振りなボストンフレームは顔の印象を柔らかくみせ、女性はもちろん

のこと、ファッション感度の 高い男性にもオススメのデザイン。 

品番(カラー) ZA201012_60A1(ライトグリーン) 

価格 5,500 円（税込・セットレンズ代込） 

シェイプ ウェリントン 

人気のフレームに新色が登場。クラシックなスタイルからモダンなスタイルまで自然と溶け込むシル エット、キーホー

ルブリッジに、カシメ風 PIN と細部にまでこだわったデザインのフレーム。 

mailto:pr@zoff.com
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※店舗限定 

 

 

 

※店舗限定 

 

 

 

 

 

 

品番(カラー) 【左から】ZC191009_64A1(オリーブ)、ZC191009_11A1(ライトグレー) 

価格 8,800 円（税込・セットレンズ代込） 

シェイプ ウェリントン 

人気のコンビネーションフレームに新色が登場。これからの季節に似合う透け感のあるプラスチックとシャイニーな金属

のコンビが目元を涼やかに彩ります。 

品番(カラー) 【左から】ZC191010_40A1(アイボリー)、ZC191010_00A1(クリア) 

価格 8,800 円（税込・セットレンズ代込） 

シェイプ ボストン 

人気のコンビネーションフレームに新色が登場。これからの季節に似合う透け感のあるプラスチックとシャイニーな金属

のコンビが目元を涼やかに彩ります。 

品番(カラー) 【左から】ZH211001_50A1(ライトイエロー)、ZH211001_49B1(べっこう柄)、ZH211001_42A1(ラ
イトブラウン)、ZH211001_14E1(ブラック) 

価格 8,800 円（税込・セットレンズ代込） 

シェイプ クラウンパント 

男女共に旬のクラウンパント 。エッジの効いたデザインで、ほんの少し周りと差をつけられるフレームです。 

品番(カラー) 【左から】ZH211002_72A1(ネイビー)、ZH211002_49A1(べっこう柄)、ZH211002_23A1(ダークピ
ンク)、ZH211002_00A1(クリア) 

価格 8,800 円（税込・セットレンズ代込） 

シェイプ ウェリントン 

定番のウェリントン 型。エッジの効いたデザインで、ほんの少し周りと差をつけられるフレームです。 

品番(カラー) 【左から】ZH211003_72A1(ネイビー)、ZH211003_64E1(オリーブ)、ZH211003_50A1(ライトイエ
ロー)、ZH211003_18E1(ホワイト&ブラック)、ZH211003_12A1(グレー) 

価格 5,500 円（税込・セットレンズ代込） 

シェイプ ウェリントン 

  

程よく角のあるウェリントンは他とは差をつけたい方におすすめ。夏らしいクリアカラーが一層、目を引きます。 

mailto:pr@zoff.com
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※店舗限定 

 

 

 

※店舗限定 

 

 

 

 

 

 

 

 

品番(カラー) 【左から】ZN211006_50A1(ライトイエロー)、ZN211006_48A1(ブラウングラデーション)、
ZN211006_20A1(ライトピンク)、ZN211006_12A1(グレー)、ZN211006_00A1(クリア) 

価格 8,800 円（税込・セットレンズ代込） 

シェイプ ボストン 

男女問わず人気のボストン型、夏らしく透明感のあるカラーリングとアクセサリーのようなメタルブリッジが表情のアク

セントに なります。 

品番(カラー) 【左から】ZY212001_57F1(アンティークゴールド)、ZY212001_14F1(ブラック) 

価格 8,800 円（税込・セットレンズ代込） 

シェイプ ラウンド 

天地の深いラウンドのアンダーリムと細身のテンプルを組み合わせたミニマルなデザイン。個性の強いフレームのように

みえますが上がフチなしなので、眉や目元を隠さずメガネがすっきりかけられます。 

品番(カラー) 【左から】ZY212002_43E1(ブラウン)、ZY212002_21E1(ピンク) 

価格 8,800 円（税込・セットレンズ代込） 

シェイプ ボストン 

天地の深いボストンのアンダーリムと細身のテンプルを組み合わせたミニマルなデザイン。個性の強いフレームのように

みえますが上がフチなしなので、眉や目元を隠さずメガネがすっきりかけられます。 

品番(カラー) 【左から】ZY212010_57F1(アンティークゴールド)、ZY212010_56E1(ゴールド)、
ZY212010_21E1(ピンク)、ZY212010_14E1(ブラック) 

価格 8,800 円（税込・セットレンズ代込） 

シェイプ オクタゴン 

印象的なオクタゴンフレーム(8 角形)は一見上級者向きなフレームですが、繊細なリム線は意外に顔馴染みがよく、さり

げなく個性を表現できる旬なデザインです。 

mailto:pr@zoff.com
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▼Zoff SMART CLASSIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎Zoff SMART CLASSIC の Detail Point 

 

 

 

 

 

 

 

品番(カラー) 【左から】ZF213005_14E1(ブラック)、ZF213005_48E1(ブラウングラデーション)、
ZF213005_68F1(グリーングラデーション) 

価格 13,300 円（税込・セットレンズ代込） 

シェイプ ボストン 

高機能金属であるチタンのフロントと、高機能プラスチックである ULTEM 樹脂のテンプルを組み合わせた SMART 

CLASSIC。シートメタル のボストンに人気のグラデーションを配した高級感のあるデザインです。 

品番(カラー) 【左から】ZF213006_14E1(ブラック)、ZF213006_21E1(ピンク)、ZF213006_43E1(ブラウン) 

価格 13,300 円（税込・セットレンズ代込） 

シェイプ ボストン 

高機能金属であるチタンのフロントと、高機能プラスチックである ULTEM 樹脂のテンプルを組み合わせた SMART 

CLASSIC。顔なじみの良さと快適な掛け心地を実現したフレームです。 

品番(カラー) 【左から】ZF213007_14F1(ブラック)、ZF213007_24E1(ダークレッド)、ZF213007_41F1(ベージ
ュ) 

価格 13,300 円（税込・セットレンズ代込） 

シェイプ ボストン 

高機能金属であるチタンのフロントと、高機能プラスチックである ULTEM 樹脂のテンプルを組み合わせた SMART 

CLASSIC。顔なじみの良さと快適な掛け心地を実現したフレームです。 

 

 

 

 

 

 

メガネがずれにくいシリコンエアパッド 

軽いつけ心地のシリコンパッドが、どんな鼻筋にも自然にフィ

ット。鼻につく跡やずれを気にせず、ずっと着用することがで

きます。 

 

 

耳が痛くなりにくいラバーモダン 

簡単に調整可能な肌あたりのやさしいラバー製モダン

が、耳への負担やずれ落ちを軽減。長時間かけていて

も、快適なかけ心地が続きます。 

 

mailto:pr@zoff.com


 

 

報道関係者各位 

PRESS RELEASE / 2021 年 4 月 21 日 

本件に関するお問い合わせ先 

 

 

株式会社インターメスティック   〒107-0061 東京都港区北青山 3-6-1 オーク表参道 6F 

広報担当：福原（ふくはら）、中間（なかま） 

E-mail pr@zoff.com TEL 中間（070-1799-8814）福原（080-7571-3564） 

 

出演者プロフィール 

 

柴田ひかり 

ファッションセンスや独自のスタイルを併せ持ち SNS で発信するライフスタ

イルは同世代から絶大な支持を集める。モデル活動に加えて、フォトグラフ

ァーとしての一面も持ちブランドコラボや写真展の開催などクリエイティブ

な活動も行っている。 

Instagram：@shibatahikari 

yonawo(ヨナヲ) 

荒谷翔大(Vo)、田中慧(Ba)、斉藤雄哉(Gt)、野元喬文(Dr)による福岡で結成され

たバンド。2018 年に自主制作した 2 枚の EP「ijo」、「SHRIMP」は CD パッケ

ージが入荷即完売。地元のカレッジチャートにもランクインし、早耳リスナーの間

で謎の新アーティストとして話題に。 

2019 年 11 月に Atlantic Japan よりメジャーデビュー。2020 年 4 月に初の全国

流通盤となる６曲入りのミニアルバム「LOBSTER」をリリース。 

そして、11 月には、Paravi オリジナルドラマ「love⇄distance」主題歌オープニ

ング曲「トキメキ」や、史上初となる福岡 FM3 局で同時パワープレイを獲得した

「天神」を収録した待望のファーストフルアルバム「明日は当然来ないでしょ」を

リリース、全国 5 都市で開催された初のワンマンツアーは全公演チケット即完売。 

2021 年 3 月 26 日(金)には配信シングル「浪漫」をリリース。 

Instagram：@yonawo.jp 

 

mailto:pr@zoff.com

