
 

 

 

新しいライフスタイルを提案する協業プロジェクト 

「Zoff｜UNITED ARROWS」が 2021 年 10 月 1 日(金)スタート 

第 1 弾として 2021 年 10 月 1 日(金)11 時より Zoff 全店にてアイウェアコレクション発売 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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）と「豊かさ・

上質感」をキーワードに大人に向けたドレス軸のライフスタイルを提案するセレクトショップ「UNITED 

ARROWS（ユナイテッドアローズ）」を運営する株式会社ユナイテッドアローズ（本社：東京都渋谷区）は、新し

いライフスタイルを提案する協業プロジェクト「Zoff｜UNITED ARROWS」(ゾフ ユナイテッドアローズ)を2021

年 10 月 1 日(金)にスタートいたします。 

第 1 弾として 2021 年 10 月 1 日(金)11 時より Zoff 全店にて「MEET THE NEW ME」をテーマとした新しい

生活様式に合わせたアイウェアコレクション全 34 種類を発売いたします。 

全店発売に先駆け 2021 年 9 月 24 日(金)11 時より Zoff 公式オンラインストアでは先行予約販売もスタートい

たします。 

 

本アイウェアコレクションは、Zoff の定番で人気商品である「Zoff SMART」と「Zoff CLASSIC」の２大シリ

ーズをベースに構成。 

「WORK TIME」(6 型 全 18 種類)は、“大人のデキ見え感”を意識したシリーズ。ワークスタイルは、リモート

ワークやワーケーションといった新しい働き方、時間も、場所も、洋服も、人々に変化を与えました。そのような

新しいワークタイムに取り入れていただきたい大人のオンタイムアイテムです。 

「RELAX AT HOME」（6 型 全 16 種類）は、心のスイッチをオフにする快適なアイウェアを取り揃えたシリー

ズ。軽くしなやかに顔にフィットし、横になっても変形しにくい「Zoff SMART」シリーズをよりクラシカルなデ

ザインに昇華。家でも手を抜き過ぎず、好きなものに囲まれ快適に過ごせるアイウェアの提案です。 

いずれも、折り畳み可能な専用メガネケース・巾着式メガネ拭きが付属。小さなカバンにもミニマルに収納可能

です。 

また、「メガネ」と「ファッション」にまつわるストーリー性のあるビジュアルプロモーションを UNITED 

ARROWS 監修のもと企画。シーンに合わせた着こなし、スタイリング投稿やメガネをファッションとして取り入

れたトータルコーディネート提案、公式アカウントでのインスタライブの配信、SNS 連動などにより新たなメガ

ネとの出会いを創出します。 

 

コロナ禍でのライフスタイルの変化に合わせ、ファッショントレンドも変化してきました。「ニューノーマル」

新しい生活様式がはじまり、働き方や休日の過ごし方が変化し、消費行動も変わってきました。 

「新しい自分にしか見えない景色がある。」をテーマに、メガネを「ツール」ではなく「ファッション」の一部
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として捉え、メガネのある上質なライフスタイルを提案するプロジェクトを今後も進めてまいります。 

商品概要 

※ユナイテッドアローズ店舗およびユナイテッドアローズ オンラインストアでのお取り扱いはございません。 

商品詳細 

【WORK TIME】リモートワークや在宅勤務など、新しい働き方に寄り添うアイウェアを提案するシリーズ。オンタイム

に似合うクラシックなデザインをベースに、長くご愛用いただけるよう飽きのこないシンプルなカラーリングで仕立てました。 

■ZF212005 

 

 

 

■ZF212006 

 

【商品名】  「Zoff｜UNITED ARROWS」 

【種類】  全 34 種類 WORK TIME 6 型 18 種類/RELAX AT HOME 6 型 16 種類 

【発売日】    2021 年 9 月 24 日(金) 11：00～ Zoff 公式オンラインストア予約開始 

        2021 年 10 月 1 日(金)  Zoff 店頭販売、各オンラインストア  

【価格】      8,800 円、11,100 円、13,300 円（税込・セットレンズ代込）専用ケース、メガネ拭き付き 

【取扱店舗】  Zoff 全店（アウトレット除く）・Zoff オンラインストア・海外全店・ 

  外部モール（楽天・ZOZOTOWN・楽天ファッション） 

【特設ページ】  https://www.zoff.co.jp/shop/contents/united-arrows.aspx 9 月 24 日（金）11 時公開 

【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） 

 

   
品番(フレームカラー)：左から順に 

ZF212005_14F1 (ブラック)、ZF212005_43E1(ブラウン)、ZF212005_56E1(ゴールド) 

価格：13,300 円（税込・セットレンズ代込） 

シェイプ：ボストン  種類：3 種類 

テンプルにβチタンを採用し、軽量性と高級感を兼ね備えたボストンメタル。 

品番(フレームカラー)：左から順に 

ZF212006_14F1(ブラック)、ZF212006_21E1(ピンク)、ZF212006_43E1(ブラウン) 

価格：13,300 円（税込・セットレンズ代込） 
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■ZO211014 

 

 

■ZO211015 

 

 

■ZO211016 

 

 

 

シェイプ：ウェリントン  種類：3 種類 

同様にテンプルにβチタンを採用したモデル。ウェリントンシェイプはよりきちんとした印象に。 

品番(フレームカラー)：左から順に 

ZO211013_11A1(ライトグレー)、ZO211013_14E1(ブラック)、ZO211013_48A1(ブラウングラデーション) 
 

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  種類：3 種類 

ボリューム感のあるウェリントン。しっかりと目元を引き締め、男性の出来見え感を演出。 

品番(フレームカラー)：左から順に 

ZO211014_14E1(ブラック)、ZO211014_49A1(べっこう柄)、ZO211014_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  種類：3 種類 

広めのブリッジとキーホールがアクセントのボストン。優しく知的な印象に。 

品番(フレームカラー)：左から順に 

ZO211015_14E1(ブラック)、ZO211015_43A1(ブラウン)、ZO211015_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：ウェリントン  種類：3 種類 

女性でもかけやすい小さめサイズのコンビネーションフレーム。クリングス付きで調整箇所も広いのも特徴。 

品番(フレームカラー)：左から順に 

ZO211016_11A1(ライトグレー)、ZO211016_14E1(ブラック)、 ZO211016_48A1(ブラウングラデーション) 
 

価格：11,100 円（税込） 

シェイプ：クラウンパント  種類：3 種類 

ブリッジとテンプルをメタル素材にしたコンビネーションフレーム。トレンドのクラウンパントシェイプがアクセント。 



 

 

【RELAX AT HOME】ほっとひと息つきたいとき、心のスイッチをオフにする快適なアイウェアを取り揃えたシリー
ズ。軽くしなやかにフィットし、横になっても変形しにくい Zoff SMART を、よりクラシカルに昇華。素顔のあなたにも、
さりげないトレンド感をプラスします。 

■ZJ211009・ZJ211010 

 

 

 

 

■ZJ211011・ZJ211012 

 

 

 

 

 

■ZJ211013・ZJ211014 

 

  

品番(フレームカラー)：左上から順に 

ZJ211009_14E1(ブラック)、 ZJ211009_49A1(べっこう柄)、 ZJ211009_63A1(ライトオリーブ) 

ZJ211010_14F1(ブラック)、 ZJ211010_18E1(ブラックグラデーション)、 ZJ211010_43A1(ブラウン) 
 

価格：11,100 円（税込・セットレンズ代込） 

シェイプ：ボストン(ZJ211009)、ウェリントン( ZJ211010)  種類：各型 3 種類 

男性好みの太めのフォルム。ボリューム感がありながら、軽く疲れにくい。家だけでなく、一日中快適に使用出来ます。 

品番(フレームカラー)：左上から順に 

ZJ211011_12A1(グレー)、ZJ211011_14E1(ブラック)、ZJ211011_68A1(グリーングラデーション) 

ZJ211012_14E1(ブラック)、ZJ211012_41A1(ベージュ)、ZJ211012_48A1(ブラウングラデーション) 

 
 

価格：11,100 円（税込・セットレンズ代込） 

シェイプ：ボストン(ZJ211011・ZJ211012 共に)  種類：各型 3 種類 

やや細身のフォルムにボストンデザイン。女性も安心して掛けられるデザイン。縦幅を広めに取っているので小顔効果

や、メイク隠しにも最適。 

品番(フレームカラー)：左上から順に 



 

 

 

商品ポイント 
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UNITED ARROWS とは 

ユナイテッドアローズはファッションを通して新しい日本の生活文化の創

造を目指して「豊かさ・上質感」をキーワードに、大人に向けたドレス軸

のライフスタイルを提案するセレクトショップです。日本と西洋の文化・

伝統を融合するトラッドマインドで、世界中から選びぬいた品とオリジナ

ルを、心地よい空間で、良質な接客・サービスを通してご提供します。 

 

UNITED ARROWS オフィシャル HP ：https://store.united-arrows.co.jp/shop/ua/ 

UNITED ARROWS 公式 Instagram ：https://www.instagram.com/unitedarrows_official/ 

UNITED ARROWS 公式 Twitter ：https://twitter.com/UnitedArrows 

ZJ211013_14E1(ブラック)、ZJ211013_42A1(ライトブラウン)、 ZJ211014_14E1(ブラック)、

ZJ211014_42A1(ライトブラウン) 
 

価格：11,100 円（税込・セットレンズ代込） 

シェイプ：ボストン( ZJ211013)、クラウンパント( ZJ211014)  種類：各型 2 種類 

Zoff SMART では初のヒンジレス仕様。頭を包み込むようなテンプル形状で、自然に顔にフィット。掛け心地の良さを極

めたリラックスタイムに最適な眼鏡。 

▲メガネのヒンジ（丁番）部分をなくすことで、自
然に頭を包み込む力が働き、メガネをかけているこ
とを感じにくい快適な装用感を実現。 

（該当品番：ZJ211013、ZJ211014） 
 

▲テンプル部にはステッチ(刻み)を入れ、開閉時の力のか
かり方をコントロール。必要な部分だけ曲げを制限するこ
とで、かけた時の美観が損なわれず、快適に装用が可能。

（該当品番：ZJ211013、ZJ211014） 

 

▲本コレクション全モデルで、テンプル(つる)の
内側かテンプルエンド(つるの先)に「UNITED 
ARROWS」のロゴが配されています。 

▲本コレクションには、折り畳み可能なメガネケー
ス・巾着式メガネ拭きが付きます。 
小さなカバンにもミニマルに収納可能です。 


