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PRESS RELEASE / 2021 年 8 月 3 日 

秋冬新作のアイウェアコレクション 

「Zoff CLASSIC AUTUMN COLLECTION Café Series」 

カフェタイムをイメージした 32 種類を 8 月 6 日（金）発売 

モデルはアーティストの TENDRE、塩塚モエカ（羊文学）が初出演 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.zoff.co.jp/shop/contents/zoff-classic.aspx（2021 年 8 月 6 日更新） 

 

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）は定番で人気の「Zoff 

CLASSIC」から、秋冬の新作「Zoff CLASSIC AUTUMN COLLECTION Café Series」を 2021 年 8 月 6 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。 

 「Zoff CLASSIC AUTUMN COLLECTION Café Series」は新しい生活様式で仕事、プライベート、などカフェでの過ご

し方も多様に。そんなカフェタイムをイメージした上品でやさしい色合いの「Caffè Latte Line」、クールでダークな色味

の「Espresso Line」の 2 ラインを発売。秋の暖色が楽しいファッションのコーディネートのアクセントに、マスクとの相

性を考えたライトな色味に、と新しい秋のメガネの装いを提案いたします。 

 

 今回の広告のモデルには、アーティストの TENDRE（テンダー）、塩塚モエカ（羊文学）が初出演。「PLAY the CLASSIC」

をテーマに、それぞれ 4 種類の異なったスタイリングで登場するお二人がまるで友達同士で楽しんでいるかのようなビジ

ュアルを制作。スタイリッシュなアイウェアスタイリングとともに、ファッションも一緒に楽しめる世界観を表現しまし

た。 

 

スタイリングフォト 
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商品概要 

【商品名】    Zoff CLASSIC AUTUMN COLLECTION Café Series 

（ゾフ クラシック オータムコレクション カフェシリーズ） 

【種類】  8 型 32 種類  

【発売日】 2021 年 8 月 6 日（金）より順次展開 

【価格】  ￥8,800・￥11,100(税込・セットレンズ代込み) 

【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(予定) 

【特設ページ】 https://www.zoff.co.jp/shop/contents/zoff-classic.aspx（2021 年 8 月 6 日更新） 

【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 

▼Zoff CLASSIC(Caffé Latte Line) 

…丸みのあるキュートなフレームにカフェラテをイメージしたミルキーなカラーリング。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

品番(カラー) 【左から】ZN211010_42A1(ライトブラウン)、ZN211010_43A1(ブラウン)、ZN211010_48A1(ブラ
ウングラデーション)、ZN211010_50A1(ライトイエロー) 

価格 8,800 円（税込・セットレンズ代込） 

シェイプ ボストン 

人気であるボストンシェイプのプラスチックフレーム。クリアカラーは顔なじみが良く、コーディネートの一部としても

トレンドアイテムとしても取り入れやすい 1 本。 

品番(カラー) 【左から】ZY212019_21E1(ピンク)、ZY212019_43E1(ブラウン)、ZY212019_43F1(ブラウン)、
ZY212019_56E1(ゴールド) 

価格 8,800 円（税込・セットレンズ代込） 

シェイプ ラウンド 

個性的なラウンドシェイプのメタルナイロールフレーム。細身で小振りなサイジングは、誰でも掛けやすく上品な印象を

演出。 

品番(カラー) 【左から】ZO211012_20A1(ライトピンク)、ZO211012_43C1(ブラウン)、ZO211012_48A1(ブラウ
ングラデーション)、ZO211012_50A1(ライトイエロー) 

価格 11,100 円（税込・セットレンズ代込） 

シェイプ ラウンド 

クラシック感漂うラウンドシェイプのコンビネーションフレーム。小振りで丸みのある見た目は、掛けるだけで可愛さを

演出。 

https://www.zoff.co.jp/shop/contents/zoff-classic.aspx（2021年8月6
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※店舗限定 

 

 

 

 

▼Zoff CLASSIC(Espresso Line) 

…エッジの効いたハンサムなフレームにエスプレッソをイメージしたダークなカラーリング。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※店舗限定 

 

 

品番(カラー) 【左から】ZO212005_12E1(グレー)、ZO212005_43E1(ブラウン)、ZO212005_48E1(ブラウングラ
デーション)、ZO212005_64E1(オリーブ) 

価格 11,100 円（税込・セットレンズ代込） 

シェイプ ボストン 

人気であるボストンシェイプのメタルフレーム。一本一本手仕事で仕上げるフロントリムの七宝カラーは高級感かつ可愛

さを演出。 

品番(カラー) 【左から】ZN211011_11A1(ライトグレー)、ZN211011_14E1(ブラック)、ZN211011_24A1(ダーク
レッド)、ZN211011_43A1(ブラウン) 

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 

メンズライクなウェリントンシェイプのプラスチックフレーム。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が特徴的。 

品番(カラー) 【左から】ZY212020_14F1(ブラック)、ZY212020_14E1(ブラック)、ZY212020_41E1(ベージュ)、
ZY212020_56E1(ゴールド) 

価格 8,800 円（税込・セットレンズ代込） 

シェイプ ヘキサゴン 

海外で人気のある多角形のメタルフレーム。直線的なフレームラインは、知的で洗練された印象を演出。 

品番(カラー) 【左から】ZF211002_14E1(ブラック)、ZF211002_24A1(ダークレッド)、ZF211002_42A1(ライト
ブラウン)、ZF211002_49E1(べっこう柄) 

価格 11,100 円（税込・セットレンズ代込） 

シェイプ ウェリントン 

エッジの効いたハンサムなフレームにエスプレッソをイメージしたダークなカラーリング。きちんと感あるウェリントン

シェイプのコンビネーションフレーム。メタルとプラスチックの組み合わせが高級感を感じさせるデザイン 
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Detail 

フレームごとにオリジナルの箔押し 

 

 

 

 

 

 

出演者プロフィール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

品番(カラー) 【左から】ZY212021_14E1(ブラック)、ZY212021_21E1(ピンク)、ZY212021_43E1(ブラウン)、
ZY212021_56E1(ゴールド) 

価格 8,800 円（税込・セットレンズ代込） 

シェイプ フォックス 

エッジの効いたハンサムなフレームにエスプレッソをイメージしたダークなカラーリング。やや吊り上ったフォックスシ

ェイプのメタルフレーム。リフトアップ効果や目元のキリッとした印象を演出。 

TENDRE 

ベースに加え、ギターや鍵盤、サックスなども演奏するマルチプレイヤー、河原太朗のソロ・プ

ロジェクト。2020 年 9月、先⾏配信されたシングル「LIFE」「HOPE」「JOKE」を含む 2 枚目と

なるフル・アルバム『LIFE LESS LONELY』をリリース。「HOPE」は、今年 1 月に放送されたテ

レビ朝日系列「関ジャム 完全燃 SHOW」で年間ベスト 10 に選出され、サウンドデザインのセ

ンスやメロディーのキャッチーさが高く評価された。4月7日、満を持して EMI Records / 

UNIVERSAL MUSIC よりメジャーデビュー。 

9 月 29 日には、Digital Single「PIECE」「PARADISE」を含む、待望のメジャー1st アルバム

「IMAGINE」のリリースが決定！ 

TENDRE HP/SNS/アプリ 

◆公式 HP：http://tendre-jpn.com/ 

◆Instagram：http://instagram.com/tanaakin/ 

◆Twitter： https://twitter.com/tanaakin 

◆公式 YouTube チャンネル 

：https://www.youtube.com/channel/UCDJ56L-_jjRRvNk5gU9delQ 

◆公式アプリ TENDRE TIMES：https://subscription.app.c-rayon.com/app/tendre/home 

 

塩塚モエカ（羊文学） 

羊文学のギター・ボーカル。全楽曲の作詞・作曲を務める。2017 年に現在の編成となり、これ

までに EP4 枚、限定シングル 1 枚、フルアルバム 2 枚をリリース。昨年年 8 月 19 日に

F.C.L.S.よりメジャーデビュー。2021 年 8 月 25 日に NEW EP「you love」をリリース。 

ソロ活動では、ボーカルエフェクトも使用した浮遊感のある Vo とギター弾き語りによるパフ

ォ 

 

http://tendre-jpn.com/
http://instagram.com/tanaakin/
https://twitter.com/tanaakin
https://www.youtube.com/channel/UCDJ56L-_jjRRvNk5gU9delQ
https://subscription.app.c-rayon.com/app/tendre/home
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リリース情報 

TENDRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

塩塚モエカ（羊文学） 

 

 

 

 

 

 

 

 

ーマンスが特徴的。その他、映画やドラマの劇伴制作、そして透明感のある歌声から他アーティ

ストの作品への客演や CM 歌唱、そのアイコニックなキャラクターからファッション・カルチャ

ーシーン等、音楽以外の多方面からも注目を集め活動の枠を拡げている。 

 

羊文学 HP/SNS 

◆公式 HP：https://www.hitsujibungaku.info/ 

◆Instagram：https://www.instagram.com/hitsujibungaku/ 

◆Twitter：https://twitter.com/hitsujibungaku 

塩塚モエカ SNS 

◆Instagram：https://www.instagram.com/hiz_s/ 

◆Twitter：https://twitter.com/moekashiotsuka 

 

配信シングル「FLOWER」 

（日本花き振興協議会“Okulete Gommen”プロジェクトソング） 

7 月 28 日配信 

https://lnk.to/tndflower 

  

Major 1st Album「IMAGINE」 

9 月 29 日発売 

[DELUXE EDITION] CD + 2DVD UPCH-20595 ￥2,800 + Tax 

[通常盤] CD Only UPCH-20595 ￥2,800 + Tax 

 

配信シングル「マヨイガ」 

8 月 27 日公開の長編アニメーション映画「岬のマヨイガ」主題歌 

配信中 

配信リンク：https://fcls.lnk.to/mayoiga 

  

ライブ DVD「羊文学 Tour 2021 “Hidden Place” online live 2021.3.14」 

バンド初のライブ映像作品 

発売中（7 月 21 日発売） 

価格：￥2,727＋税 

購入リンク：https://fcls.lnk.to/3u3nBK9A 

https://www.hitsujibungaku.info/
https://www.instagram.com/hitsujibungaku/
https://twitter.com/hitsujibungaku
https://www.instagram.com/hiz_s/
https://twitter.com/moekashiotsuka
https://lnk.to/tndflower
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  「you love」EP 

長編アニメーション映画主題歌「マヨイガ」を含む新曲 6 曲収録の NEW EP 

8 月 25 日発売 

価格：￥2,100＋税 

収録詳細：後日発表 

購入リンク：https://fcls.lnk.to/H2SBGc 

 

 

 

https://fcls.lnk.to/H2SBGc

