
熊谷隆志とのコラボレーションサングラス第３弾 

「Zoff×takashi kumagai vol.3」 

雨のパレード(Dr) 大澤実音穂さんがアイウェアブランド「Zoff」の熊谷隆志とのコラボレー

ションサングラス「Zoff×takashi kumagai」のルックに起用。 

2021 年 6 月 11 日（金）より Zoff 店頭発売開始。 

【特設サイト】 https://www.zoff.co.jp/shop/contents/takashi-kumagai_sunglasses.aspx 5 月 19 日（水）11 時更新予定 

 

 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 2021 年 6 月 11 日

(金)より熊谷隆志氏と 3 回目となるコラボレーション「Zoff×takashi kumagai vol.3」(ゾフ×タカシクマガイ) 全 22 種類

を発売いたします。それに先立ち 2021 年 5 月 26 日（水）11 時より Zoff 公式オンラインストアで先行予約開始致します。 

 

多様なライフスタイルに合わせたサングラスの提案 

スタイリスト、カメラマン、アパレルブランド「WIND AND SEA」のディレクターなどとして知られ、分野の垣根を超えて

マルチな活動を展開するクリエイター、熊谷隆志氏。 

熊谷隆志氏が手掛けたコレクション第３弾、『Zoffxtakashi kumagai vol.3』では今までのトレンドサングラスに加えて、

初となるスポーツラインのサングラスも展開。多様なライフスタイルに合わせたサングラス提案をしております。 

スポーツラインのサングラスは長時間かけても疲れにくい軽量素材で、ズレを軽減するため鼻元やテンプル(つる)の内側にラ

バーを施した仕様に。また、トレンドである大枠フレーム+フラットレンズを組み合わせた最旬モデル、マスクとも合わせや

すい淡色カラーレンズのサングラスや乱反射する光をカットして快適な視界を確保する偏光レンズのサングラスまで、多様な

ライフスタイルにコミットしたサングラスコレクションです。 

 今回ルックのモデルは俳優の上杉柊平さんと雨のパレードのドラマ―であり女優としても活躍している大澤実音穂さんを起

用。おふたりのまとう新鮮でファッショナブルなかけこなしにも注目です。 

 

 

 

 

報道関係者各位 

PRESS RELEASE / 2021 年４月 23 日 

https://www.zoff.co.jp/shop/contents/takashi-kumagai_sunglasses.aspx


 

 

【商品名】  「Zoff×takashi kumagai」(ゾフ×タカシクマガイ) 

【種類】     全 8 型 22 種類 

【発売日】   2021 年 5 月 26 日(水) 11：00～  Zoff 公式オンラインストア予約開始 

       2021 年 6 月 11 日(金)        Zoff 店頭販売、各オンラインストア販売開始  

【価格】     8,800 円、11,100（税込）専用ケース、メガネ拭き付き 

【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 

※アイテムによって取り扱い店舗が異なりますのでご注意ください。 

【特設ページ】https://www.zoff.co.jp/shop/contents/takashi-kumagai_sunglasses.aspx 5 月 19 日（水）11 時更新 

【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） 

商品詳細 

【タウンユースモデル】※枠内は Zoff 公式オンラインストア限定アイテム 

■ZA211G03 

 

 

 

 

 

 

■ZA211G04 ※偏光レンズ搭載 

 

 

 

 

 

   
品番(フレームカラー・レンズカラー)：左から順に 

ZA211G03_50A1(ライトイエロー・イエロー)、ZA211G03_70A1(ライトブルー・ブルー)、 ZA211G03_64A1(オリ

ーブ・カーキ)、 ZA211G03_22A1(ダークピンク・ボールド)、 ZA211G03_14E1(ブラック・グレー) 

価格：8,800 円（税込） 

シェイプ：ウェリントン 種類：５種類 

クリアカラーを取り入れ、夏らしいカラーリング。 ボリュームのあるフォルムが モードな雰囲気を醸し出します。 

取扱店舗: 

・ZA211G03_50A1、ZA211G03_70A1→Zoff 公式オンラインストア、Zoff 楽天市場店、Zoff 楽天ファッション店

Zoff ZOZOTOWN 店【店舗での販売はございません】 

・ZA211G03_64A1、 ZA211G03_22A1、 ZA211G03_14E1→Zoff32 店舗限定、 Zoff 公式オンラインストア、

Zoff 楽天市場店、Zoff 楽天ファッション店、Zoff ZOZOTOWN 店 

https://www.zoff.co.jp/shop/contents/takashi-kumagai_sunglasses.aspx


 

 

■ZH211G04 

 

 

 

 

 

■ZH211G05 ※偏光レンズ搭載 

 

 

 

 

 

 

 

 

品番(フレームカラー・レンズカラー)：ZA211G04_11A1(ライトグレー・グレーの偏光ミラーレンズ) 
 

価格：11,100 円（税込） 

シェイプ：ウェリントン 種類：1 種類 

フレームにはクリアカラーを取り入れ、夏らしいカラーリング。ボリュームのあるフォルムがモードな雰囲気を醸し出し

ます。 ZA211G03 と同型のフレームに、偏光レンズを搭載したアップグレードモデル。一定方向からの差し込む反射光

を抑え落ち着いた視界が得られます。 

取扱店舗:Zoff 公式オンラインストア、Zoff 楽天市場店、Zoff 楽天ファッション店 Zoff ZOZOTOWN 店 

【店舗での販売はございません】 

 

品番(フレームカラー・レンズカラー)：左から順に 

ZH211G04_42F1(ベージュ・ブラウン)、ZH211G04_14E1(ブラック・グレー)、ZH211G04_11A1(ライトグレー・グ

レーミラー)、ZH211G04_00A1(クリア・グリーン) 
 

価格：8,800 円（税込） 

シェイプ：ウェリントン 種類：4 種類 

王道のウェリントンサングラスは太めのテンプルがアクセント。中腹にかけて徐々に膨らむテンプルデザインは横からの

表情がより印象的に。楕円形のメタルパーツが映えるメンズライクな 1 本です。  

取扱店舗: 

・ZH211G04_42F1→ Zoff 公式オンラインストア、Zoff 楽天市場店、Zoff 楽天ファッション店 Zoff ZOZOTOWN 店

【店舗での販売はございません】 

・ZH211G04_14E1、 ZH211G04_11A1、 ZH211G04_00A1→Zoff31 店舗、 Zoff 公式オンラインストア、Zoff 

楽天市場店、Zoff 楽天ファッション店 Zoff ZOZOTOWN 店 

品番(フレームカラー・レンズカラー)：ZH211G05_49A1(べっこう柄・グレーの偏光レンズ) 
 

価格：11,100 円（税込） 

シェイプ：ウェリントン 種類：1 種類 

王道のウェリントンサングラスは太めのテンプルがアクセント。中腹にかけ て徐々に膨らむテンプルデザインは横から

の表情がより印象的に。楕円形のメタルパーツが映えるメンズライクな 1 本です。ZH211G04 と同型のフレームに偏光



 

 

■ZY212G10 

 

 

 

 

 

■ZY212G11 ※偏光レンズ搭載 

 

 

 

 

 

 

【スポーツモデル】※枠内は Zoff 公式オンラインストア限定アイテム 

■ZN211G10 ※偏光レンズ搭載 

 

 

 

レンズを搭載したアップグレードモデル。一定方向からの差し込む反射光を抑え落ち着いた視界が得られます。 

取扱店舗:Zoff 公式オンラインストア、Zoff 楽天市場店、Zoff 楽天ファッション店 Zoff ZOZOTOWN 店 

【店舗での販売はございません】 

品番(フレームカラー・レンズカラー)：左から 

ZY212G10_56E1(ゴールド・ブラウン)、ZY212G10_15E1(シルバー・グリーン)、ZY212G10_14F1(ブラック・ブル

ー) 
 

価格：8,800 円（税込） 

シェイプ：ボストン 種類：3 種類 

テンプルにクラッカーパーツを付け、アメリカンヴィンテージを都会的にアレンジしています。  

取扱店舗:Zoff32 店舗、Zoff 公式オンラインストア、Zoff 楽天市場店、Zoff 楽天ファッション店 Zoff ZOZOTOWN 店 

品番(フレームカラー・レンズカラー)：ZY212G11_21E1(ピンク・グレーの偏光レンズ) 
 

価格：11,100 円（税込） 

シェイプ：ボストン 種類：1 種類 

テンプルにクラッカーパーツを付け、アメリカンヴィンテージを都会的にアレンジしています。 ZY212G10 と同型のフ

レームに偏光レンズを搭載したアップグレードモデル。一定方向からの差し込む反射光を抑え落ち着いた視界が得られま

す。 

取扱店舗:Zoff 公式オンラインストア、Zoff 楽天市場店、Zoff 楽天ファッション店 Zoff ZOZOTOWN 店 



 

 

 

 

 

 

 

■ZC211G01 ※偏光レンズ搭載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎Detail Point 

品番(フレームカラー・レンズカラー)：左から 

ZN211G10_49A1(べっこう柄・ブラウンの偏光レンズ)、 ZN211G10_43A1(ブラウン・グレーの偏光レンズ)、 

ZN211G10_14E1(ブラック・グリーンの偏光レンズ) 
 

価格：8,800 円（税込） 

シェイプ：ウェリントン 種類：3 種類 

クラシカルなフロントシェイプにスポーティな仕様を合わせた軽量フレーム。ラバー素材の鼻あてとテンプル（つる）は

通常のフレームよりも当たりが柔らかく、アクティブな動きにもずれにくいデザインです。偏光レンズ搭載で眩しい反射

光もカットし、昼間の運転やアウトドアでもおすすめ。 

取扱店舗:Zoff 全店舗、Zoff 公式オンラインストア、Zoff 楽天市場店、Zoff 楽天ファッション店 Zoff ZOZOTOWN 店 

◎Detail Point 

品番(フレームカラー・レンズカラー)：左から 

ZC211G01_72E1(ネイビー・ブラウンの偏光レンズ)、ZC211G01_14E1(ブラック・グリーンの偏光レンズ)、

ZC211G01_56E1(ゴールド・ブラウンの偏光レンズ)、ZC211G01_10E1(ホワイト・シルバーの偏光ミラーレンズ) 
 

価格：8,800 円（税込） 

シェイプ：スクエア 種類：4 種類 

ハイカーブ仕様で顔にしっかりフィット、光を遮り、スポーツに最適なスポーツサングラス。偏光レンズ搭載で眩しい反

射光もカットし、昼間の運転やアウトドアでもおすすめ。 

取扱店舗: 

・ZC211G01_72E1→Zoff 公式オンラインストア、Zoff 楽天市場店、Zoff 楽天ファッション店 Zoff ZOZOTOWN 店

【店舗での販売はございません】 

手で簡単に調整できる可動式

鼻パッドでしっかり固定。 

顔の形を考えて作られた抱き込み

形状になっており、締め付け過ぎ

ず心地いいフィット感を実現。 

ラバー素材の鼻あてとテンプル（つる）は通常の

フレームよりも当たりが柔らかく、アクティブな

動きにもずれにくいデザインです 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

◎偏光レンズとは 

 

 

 

 

 

熊谷隆志 

Stylist,Photographer, WIND AND SEA Director 

Zoff 取扱店舗(32 店舗限定商品の展開店舗) 

（北海道）Zoff 札幌アピア店 （東北）Zoff イオンモール盛岡南店（関東）Zoff 銀座コア店、Zoff ルミネ北千住店、Zoff 

アトレ目黒店、Zoff 原宿店、Zoff グランド東京渋谷店、Zoff 下北沢店、Zoff MART 自由が丘店、Zoff MART "ALWAYS 

IN SEASON" ルミネエスト新宿店、Zoff 新宿マルイ本館店、Zoff MART "ALWAYS IN SEASON" ルミネ池袋店、Zoff ア

トレ吉祥寺店、Zoff MART "ALWAYS IN SEASON" ルミネ立川店、Zoff ラゾーナ川崎プラザ店、Zoff たまプラーザテラス

店、Zoff イオンレイクタウン mori 店、Zoff モラージュ菖蒲店、Zoff ららぽーと TOKYO-BAY（東海）Zoff マークイズ静

岡店、Zoff タカシマヤゲートタワーモール名古屋駅店、Zoff イオンモール木曽川店（近畿）Zoff グランフロント大阪店、

Zoff なんば CITY 店、Zoff あべのキューズモール店、Zoff あまがさきキューズモール店、Zoff 京都河原町店（九州） 

Zoff イオンモール八幡東店、Zoff 福岡パルコ店、Zoff Park キャナルシティ博多店、Zoff トキハわさだタウン店、Zoff ア

ミュプラザ鹿児島店 

※店舗により在庫状況は異なります。また、実店舗でのご予約は致しかねますのでご理解の程宜しくお願い致します。 

各商業施設の営業時間は商業施設の公式サイトをご覧ください。 

・ZC211G01_14E1、 ZC211G01_56E1、 ZC211G01_10E1→Zoff 全店舗、Zoff 公式オンラインストア、Zoff 

楽天市場店、Zoff 楽天ファッション店 Zoff ZOZOTOWN 店 

1970 年生まれ。 

渡仏後、1994 年スタイリストとして活動開始。 

1998 年よりカメラマンとしても活動を開始する。 

広告・雑誌等で活動する傍ら、様々なファッションブランドのブランディング、 

SHOP 内装や植栽のディレクションなど幅広い分野で活動している。 

 

路面やガラスなどの反射光をカットして、ギラつき

を抑えるレンズ。反射によるまぶしさが軽減して視

界がクリアになるため、特に運転時や、釣り・ジョ

ギングなどのシーンにおすすめです。 

◆付属品 

60％再生材を使ったオリジナルケース 

100％再生材を使った自然に配慮した

メガネ拭き 

 
◆すべてのフレームの内側に印

刷されたネームロゴ  


