
 

 

報道関係者各位 

年 月 日 

今年最注目の福岡発・新世代バンド yonawo 

『yonawo 2nd full Album 「遙かいま」 Online Live 

Supported by Zoff』オンラインライブに協賛！ 

8 月 14 日(土)20 時から配信決定！ 

 

https://www.zoff.com/news/210811_yonawo（2021 年 8 月 10 日 18 時公開） 

 

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、福岡発 

新世代バンド yonawo(読み：ヨナヲ)が 2021 年 8 月 14 日(土)20 時から配信する『yonawo 2nd full Album 

「遙かいま」 Online Live Supported by Zoff』のオンラインライブに協賛いたします。 

 

2021 年 4 月「Zoff CLASSIC Summer Collection」のビジュアルモデルに出演し話題になった yonawo

は、この夏、フェスにも多数出演が予定され、音楽業界での人気もさることながら、ファッション業界からも

そのスタイルが注目される存在です。そんな彼らの 8 月 11 日(水)にリリースされる 2nd full album「遙かい

ま」を記念したオンラインライブ『yonawo 2nd full Album 「遙かいま」Online Live Supported by Zoff』

が、8 月 14 日(土)20 時から yonawo オフィシャル YouTube チャンネルで無料配信されます。 

 

今回開催が決定したオンラインライブは Zoff のカルチャーを軸にした”Zoff Rock”の活動として協賛。当日

はメンバー全員が Zoff でセレクトしたメガネを着用します。さらに「#yonawozoff」のキャンペーンハッシ

ュタグと配信ライブの画面をキャプチャした写真を Twitter に投稿した方の中から抽選で 20 名様に、ライブ

内でメンバーが着用したものと同型のメガネ&メンバーサイン入りメガネケースが当たるプレゼントキャンペ

ーンを実施いたします。 

 

フルアルバムを引っ提げ全国 7 箇所をめぐる最大規模のワンマンツアー「yonawo 2nd full album 「遙か

いま」 release one man live tour」の開催も決定しており、チケットは現在一般発売中です。各所からの注

目と期待が高まり、まさにいま目が離せない yonawo に引き続きご注目ください。 

 

https://www.zoff.com/news/210811_yonawo（2021年8月10日18
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■オンラインライブ情報 

『yonawo 2nd full Album 「遙かいま」 Online Live Supported by Zoff』 

日時 ：8 月 14 日(土)20:00 スタート ※無料ライブ 

配信先 ：yonawo オフィシャル YouTube チャンネル（https://www.youtube.com/c/yonawo） 

 

■Twitter プレゼントキャンペーン応募要項 

『yonawo 2nd full Album 「遙かいま」 Online Live Supported by Zoff』のライブを記念して、 

抽選で 20 名様にライブ内でメンバーが着用していたものと同型メガネ＆メンバーサイン入りメガネケースが

当たるプレゼントキャンペーンを実施。 

■応募方法 

下記、条件を満たすことで応募完了となります。 

1. Zoff 公式 Twitter アカウント（@Zoff_INFO）をフォロー 

2. オンラインライブ配信中、モニター画面のスクリーンキャプチャー（スクショ）をし画像保存 

3. どのメンバーの着用メガネを希望するかを #yonawozoff とともに投稿 

4. 2 の画像と 3 を入力したツイートを投稿で応募完了 

 

■賞品 

荒谷翔大  着用メガネ 1 本×5 名様 

田中慧  着用メガネ 1 本×5 名様 

斉藤雄哉  着用メガネ 1 本×5 名様 

野元喬文  着用メガネ 1 本×5 名様    計 20 名様 

※どのメンバーのメガネを希望するか記載のない投稿は無効となります。 

※全国の Zoff 店舗でセットレンズが無料で交換できるレンズ交換券をつけてのお渡しとなります。 

※サイン入りメガネケースに入れての発送となります。 

 

■キャンペーン期間 

2021 年 8 月 14 日(土)配信後～2021 年 8 月 15 日(日)23:59 まで 

 

■当選発表 

当選結果は@Zoff_INFO より DM にて当選者様のみに順次お知らせいたします。 

 

■プレゼント発送予定 

2021 年 9 月初旬ごろ 

※キャンペーン詳細は Zoff WEB サイトをご確認ください。

https://www.zoff.com/news/210811_yonawo 

 

■Zoff ROCK とは 

Zoff では、音楽やファッションを自由に楽しむように、“アイウェアだってもっと自由に、自分らしく楽しん

でほしい”という想いを込めて、さまざまな取り組みを行っています。AWA の「Zoff Rock Sound Station」

で定期的に Zoff がリコメンドする楽曲をプレイリストにまとめて配信中。 

関連リンク 

Zoff ROCK WEB サイト：https://zoffrock.com/ (2021 年 8 月 17 日オープン予定) 

AWA「Zoff Rock Sound Station」：https://s.awa.fm/user/gewkzygutzdw7c2kfn2vi5brp4 

https://www.youtube.com/c/yonawo
https://www.zoff.com/news/210811_yonawo
https://zoffrock.com/
https://zoffrock.com/
https://s.awa.fm/user/gewkzygutzdw7c2kfn2vi5brp4
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■アーティスト情報 

 

「遙かいま」リリース情報 

■2nd Full Album 「遙かいま」 ※旧字の「遙か」が正式表記となります。 

発売日：2021 年 8 月 11 日(水) 

 

【通常盤】 

品番：WPCL-13308 

価格：¥2,800+tax 

 

【初回限定盤 LIVE(CD+DVD)】 

品番：WPZL-31890/31891 

価格：¥3,600+tax 

 

【初回限定盤 DEMO(CD+CD)】 

品番：WPCL-13309/13310 

価格：¥3,600+tax 

 

CD 収録楽曲： 

01.ごきげんよう さようなら(WOWOW オリジナルドラマ「出会い系サイトで 70 人と実際に会ってその人に

合いそうな本をすすめまくった 1 年のこと」オープニング曲) 

02.闇燦々 

03.The Buzz Cafe 

04.浪漫 

05.愛し私 

06.夢幻 

07.恋文 

08.はっぴいめりいくりすます - at the haruyoshi/Take 5 

09.sofu 

10.beautiful Day to Die 

11.哀してる 

12.美しい人 

 

初回限定盤 LIVE/DVD 収録楽曲： 

00.独白 

01.矜羯羅がる 

02.トキメキ 

03.rendez-vous 

04.麗らか 

05.close to me 

06.26 時 

07.しあわせ 

08.ミルクチョコ 

09.good job 
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10.Mademoiselle 

11.cart pool 

12.ijo 

13.告白 

14.蒲公英 

En01.202 

En02.天神 

En03.生き別れ 

 

初回限定盤 DEMO/特典 CD 収録楽曲： 

01.good job - demo 

02.so who? - demo 

03.rendez-vous - demo 

04.Adieu - demo 

05.Tokimeki - demo 

06.Gokigenyo Sayonara & Tanpopo - demo 

07.Ikiwakare - demo 

08.Aishiteru – demo 

 

 

特典情報 

■先着購入者特典 

「早期予約特典」に加えて、下記の各ショップにて予約・購入いただいた方にはそれぞれ特典がございます。 

 

◎Amazon.co.jp 特典：メガジャケ 

◎タワーレコード特典：yonawo×HIGHTIDE ジェネラルパーパスケース A7(浪漫 ver.) 

◎HMV 特典：yonawo×HIGHTIDE ジェネラルパーパスケース A7 (ごきげんよう さようなら ver.) 

◎disk union 特典：yonawo×HIGHTIDE ジェネラルパーパスケース A7 (夢幻 ver.) 

◎bud store 特典：yonawo×HIGHTIDE ジェネラルパーパスケース A7 (sofu ver.) 

◎楽天 BOOKS 特典：オリジナル缶バッジ 

◎セブンイレブンネット：オリジナルスマホスタンド 

◎応援店特典：yonawo×HIGHTIDE ジェネラルパーパスケース A7 (The Buzz Cafe ver.) 

 

※特典ナシのカートもございますのでご注意ください 

※応援店特典の対象店舗は後日発表いたします。 

※一部取扱いのない店舗もございます。 

※特典はなくなり次第終了とさせていただきます。 

※特典の有無に関するお問い合わせは直接各店舗へご確認下さい。 

■2nd Full Album 「遙かいま」配信&購入リンク 

https://yonawo.lnk.to/harukaima 

 

 

ツアー情報 

▼yonawo 2nd full album 「遙かいま」 release one man live tour 
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10 月 2 日(土) 名古屋 DIAMOND HALL(愛知)   

10 月 3 日(日) なんば Hatch(大阪)  

11 月 13 日(土) 仙台 Rensa(宮城)  

11 月 14 日(日) 札幌 PENNY LANE24(北海道)  

11 月 20 日(土) UNITEDLAB(福岡)  

11 月 21 日(日) SECOND CRUTCH(広島)   

12 月 2 日(木) USEN STUDIO COAST(東京)  

 

【TICKET】  

■一般発売：7 月 10 日(土) 

ぴあ、ローソン、イープラス 

 

 

ライブ/イベント情報 

▼ODD SAFARI vol.3 Revenge Match【延期公演】 

2021 年 08 月 09 日 @ 味園ユニバース (大阪) 

 

▼FUJI ROCK FESTIVAL ’21 

2021 年 08 月 22 日 ＠ 新潟県湯沢町 苗場スキー場（新潟） 

 

▼Local Green Festival’21 

2021 年 9 月 5 日 @横浜赤レンガ地区野外特設会場(横浜) 

 

yonawo プロフィール 

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新世代バンド。 

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 1st 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 1 月に配信シングル「ごきげんよう さようなら」、3 月に配信シングル「浪漫」、5 月に冨田恵一(冨

田ラボ)プロデュースによる配信シングル「哀してる」を、7 月 9 日(金)に亀田誠治プロデュースによる「闇

燦々」をリリース。そして、8 月 11 日(水)には 2nd フルアルバム「遙かいま」をリリースし、直後に「FUJI 

ROCK FESTIVAL ‘21」へ出演する。また、メガネブランド「Zoff」の「Zoff CLASSIC Summer Collection」

のモデルも務める。 

 

関連リンク 

yonawo Official HP : https://yonawo.com 

yonawo Twitter：https://twitter.com/yonawo_jp 

yonawo Instagram：https://www.instagram.com/yonawo.jp 

yonawo Facebook : https://www.facebook.com/yonawo.official 

yonawo Youtube チャンネル：https://www.youtube.com/c/yonawo 


