
 
 

 
「Zoff｜UNITED ARROWS」第 2 弾 3 ⽉ 4 ⽇(⾦)発売 

春コーデをバージョンアップする「2mile」コレクションと、 
⾼機能素材を使⽤した上質ライン「WORK TIME」コレクション 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.zoff.co.jp/shop/contents/united-arrows_vol2.aspx ※3 ⽉ 1 ⽇(⽕)11 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）と株式会社ユ

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)を昨年 10 ⽉にスタート。「MEET THE NEW ME―新しい⾃分にしか⾒
えない景⾊がある。」をコンセプトに、メガネを「ツール」ではなく「ファッション」の⼀部として捉え、メガネ
のある上質なライフスタイルを提案しています。 

 
その第 2 弾として、春コーディネートをバージョンアップする「2mile(ツーマイル)」コレクションと、ハイブ

リッドな素材の組み合わせによりビジネスパーソンに向けた上質ライン「WORK TIME」コレクションを、2022
年 3 ⽉ 4 ⽇(⾦)11 時より Zoff 全店および Zoff 公式オンラインストアにて発売いたします。 

 
 

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。 

 
 

【商品名】  「Zoff｜UNITED ARROWS」 

【種類/価格】  「WORK TIME」   5 型各 3 ⾊ 全 15 種類 13,300 円（税込・セットレンズ代込） 

  「2mile」  メガネ  5 型各 3 ⾊ 全 15 種類 11,100 円（税込・セットレンズ代込） 

    サングラス 1 型各 3 ⾊  全３種類 11,100 円（税込） 

  ※両シリーズ共通 専⽤ケース・メガネ拭き付き 

【発売⽇】    2022 年 3 ⽉ 4 ⽇(⾦) 11:00〜  

【取扱店舗】  Zoff 全店（アウトレット除く）・Zoff 公式オンラインストア・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_vol2.aspx 3 ⽉ 4 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） 

報道関係者各位 
PRESS RELEASE / 2022 年３⽉ 1 ⽇ 



「Zoff｜UNITED ARROWS 2mile」 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
「2mile(ツーマイル)」コレクションは、春のやさしい⾵に誘われて「もうちょっとそこまで」出かけたくなる

気持ちを、そっと後押ししてくれるアイウェアです。 
メガネフレームは春らしいやわらかなカラーリングのセルフレームや、⼈気再燃中の⿊ブチやブラウンなど定

番カラーもラインアップ。まつ⽑がレンズに当たりにくい全型調整可能な⿐パッド仕様です。 
今回、初のサングラスとして、ちょっとのお出かけにも活躍する便利なパッカブルサングラスが仲間⼊り。カバ

ンにもポケットにもさっと忍ばせられる使いやすさです。 
気負わず掛けやすいのにさらっとキマるエフォートレスなデザインは、普段コンタクトレンズ派の⽅にもおす

すめです。 

商品概要 

商品詳細 

【STYLE1】 

丸みのあるボストン型は、やさしくフェミニンな印象に。 

やわらかいカラーがコーディネートに春らしさをプラス。 

 

 

 

 

【商品名】  「Zoff｜UNITED ARROWS 2mile」 

【種類/価格】  メガネ  5 型各 3 ⾊ 全 15 種類 11,100 円（税込・セットレンズ代込） 

 サングラス 1 型各 3 ⾊  全３種類 11,100 円（税込） 

  ※専⽤ケース、メガネ拭き付き 

【特設ページ】  https://www.zoff.co.jp/shop/contents/united-arrows_2mile.aspx 3 ⽉ 4 ⽇（⾦）11 時公開 

 

品番(フレームカラー)︓左上から順に 

ZO221001_20A1 (ライトピンク)、ZO221001_41A1 (ベージュ)、ZO221001_43A1 (ブラウン) 

ZO221002_11A1 (ライトグレー)、ZO221002_30A1 (ライトオレンジ)、ZO221002_44A1 (ダークブラウン)  

価格︓11,100 円（税込・セットレンズ代込） 

シェイプ︓上段︓ボストン、下段︓クラウンパント  種類︓2 型各 3 ⾊ 6 種類 

やわらかいカラーがコーディネートに春らしさをプラス。丸みのあるボストン型は、やさしくフェミニンな印象に。トレ

ンドのクラウンパントは、はじめての⽅でも挑戦しやすいよう、フォルムを丸めに仕⽴てました。 



【STYLE2】 

ナチュラルな⾵合いとカラーでおうち時間をセンスよく。 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

【STYLE3】 

どんなスタイルでもなじむ、定番のウェリントン。 

太めのフレームがシンプルなコーディネートのアクセント使いにぴったり。 

 

 

 

 

品番(フレームカラー)︓左から順に 

ZO222001_14E1(ブラック)、 ZO222001_44F1(ダークブラウン)、 ZO222001_48E1(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  種類︓3 種類 

メタル素材のボストン型は、知的さがありつつもやさしい印象に。フロント部分に⽤いたシート状のメタルには、少し厚

みを持たせることで⾼級感・重厚感をプラス︕ 

品番(フレームカラー)︓左から順に 

ZO222002_14E1(ブラック)、 ZO222002_42E1(ライトブラウン)、ZO222002_56E1(ゴールド) 

価格︓11,100 円（税込・セットレンズ代込） 

シェイプ︓オーバル  種類︓3 種類 

ハズしアイテムとしても注⽬のオーバル型。シンプルながらも、サラッと洗練された印象になるようデザインしました。 

品番(フレームカラー)︓左から順に 

ZA221004_14E1(ブラック)、 ZA221004_31A1(オレンジ)、 ZA221004_63A1(ライトオリーブ) 

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 

程良く太めのフレームがスタイリングのアクセントに。ボリューム感あるデザインも、フロントやテンプルの⾓に丸みを

持たせることで(甲丸感)やわらかく⼥性らしい雰囲気に仕上げました。 

 
 



【STYLE4】 

トレンドのカラーレンズサングラス。 

⾃分の肌のトーンにあったカラーを選んで、垢抜けた印象に。 

 

 

 

商品特徴 

 
 

 

 

 

 

  

 
 

 
 

 

 
 
 

  

品番(フレームカラー)︓左から順に 

ZP221G01_14E1(ブラック)、ZP221G01_14E2(ブラック)、ZP221G01_43A1(ブラウン) 

価格︓11,100 円（税込） 

シェイプ︓ウェリントン  種類︓3 種類 

トレンドで⼈気の⾼い、薄いカラーのレンズを採⽤。掛けるだけで旬なスタイルに。折りたたむこともでき⼩さなカバン

にもスマートに持ち運ぶことができます。 

▲ポケットサイズに折りたたみが可能。 
（該当品番︓ZP221G01） 
 

▲テンプル（つる）や芯⾦には⽮柄の彫り模様。 
（メガネ・サングラス共通） 
 

▲折り畳み可能なメガネケース・⼱着式メガネ拭き付き。 
（メガネ・サングラス共通） 

▲テンプルエンド(つるの先)に「UNITED ARROWS」のロ
ゴプレート。(メガネ・サングラス共通) 



 
「Zoff｜UNITED ARROWS WORK TIME」 
 

 
 
 

 
 

「Zoff｜UNITED ARROWS WORK TIME」コレクションは、ビジネスシーンはもちろんオフタイムにもフ
ィットし、⾃分らしさと⾃信を引き出すラインアップです。 
洗えるスーツ、リモートワークに適した伸縮性に⻑けた素材など、ビジネススーツの進化のように、メガネ

もより軽く⻑時間掛けていても快適なメガネに進化しています。 
快適に過ごせる素材の組み合わせとフロントサイズや頭部へのかかり具合などが考慮されたメガネに仕上げ

ました。 
ブリッジ部分の「⿐だし」といわれる⽴体的なデザインは、視覚的な顔の凹凸を⽣み、表情を引き締める効
果を期待しています。⻑時間装⽤してもネジが緩みにくい丁番設計構造、ずれにくいシリコン製⿐パッドなど
細部にこだわりが宿る 1 本です。 
 
【ファッション×新素材のハイブリッドアイウェア】 
・⾼機能プラスチック軽量素材の「スーパーエンジニアリング・プラスチック」 
軽くて丈夫で柔軟性のある素材を採⽤。フレームにボリューム感を出し⾼級感を演出 

・柔軟性のある「チタン」 
メタル部分に使⽤することで、ビジネスシーンにフィットしやすい落ち着いたスタイリングに。 

・プラスチック素材「アセテート」 
⽿にかかる「モダン」部分に採⽤。メガネのかかり具合の決め⼿となるモダンは調整のしやすさと、 
フレーム全体の質感にこだわり採⽤。 

 
【快適な装⽤設計の追求と⾒栄え】 
・テンプル 

⼀般的なフレームよりブリッジが前にせり出しているデザイン「⿐だし」。視覚的な顔の凹凸を⽣み、 
表情を引き締める効果を狙う。 

・丁番 
通常のネジよりも⻑さを出し、受けネジを使うことにより緩みにくい構造を実現。 

 ・⿐パッド 
  ずれにくいシリコン製⿐パッドを使うことにより、下⽅向を⾒るビジネスシーンでも快適に。 

 

商品概要 
【商品名】  「Zoff｜UNITED ARROWS  WORK TIME」 

【種類】  5 型各 3 ⾊ 全 15 種類  

【発売⽇】    2022 年 3 ⽉ 4 ⽇(⾦) 11︓00〜  

【価格】      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 

【特設ページ】  https://www.zoff.co.jp/shop/contents/united-arrows_worktimevol2.aspx  

※３⽉ 4 ⽇（⾦）11 時公開  



商品詳細 
【STYLE1】 
 

 

 
 
 

【STYLE02】 

 
 

 
 
 
 

 

 

  

品番(フレームカラー)︓左上から順に 

ZF223001_14E1(ブラック)、ZF223001_14E2(ブラック)、ZF223001_64F1(オリーブ) 

ZF223002_14E1(ブラック)、ZF223002_17F1 (ガンメタル)、ZF223002_72F1(ネイビー)  
価格︓13,300 円（税込・セットレンズ代込） 

シェイプ︓上段/ウェリントン 下段/スクエア 種類︓各型 3 種類 

軽くて錆びにくく、強度も持ち合わせた⾼機能なチタンを採⽤。 
上質な素材感を存分に活かしつつ、掛け⼼地のよさを考えて頭を抱き込むような形状にするなど、デザインと機能の両⽅

から、ビジネスシーンで掛けやすく、時代感に合った⼀本に仕上げました。 

品番(フレームカラー)︓左上から順に 

ZJ221001_14E1(ブラック)、ZJ221001_14E2(ブラック)、ZJ221001_43A1(ブラウン) 

ZJ221002_12E1(グレー)、ZJ221002_14F1(ブラック)、ZJ221002_72E1(ネイビー) 

ZJ221003_14F1(ブラック)、ZJ221003_43A1(ブラウン)、ZJ221003_63A1(ライトオリーブ)  
価格︓13,300 円（税込・セットレンズ代込） 

シェイプ︓上段・下段/ウェリントン 中段/スクエア 種類︓3 型各 3 ⾊ 全 9種類 

軽くて丈夫、そしてしなやかな⾼機能プラスチック素材「スーパーエンジニアリング・プラスチック」をフロント部分

に、テンプル（つる）には強度の⾼いチタンを採⽤。 

⾼機能な素材の組み合わせから⽣まれた、掛けやすさとデザイン性を楽しめる⼀本です。  



 
商品特徴 
  

 
 
 

 
 
 

 

 

⾃宅でそのまま購⼊も可能︕Zoff Virtual Counter で⼿軽にスマホで試着体験 

 
 
 
 
 
Zoff WEBサイトから専⽤コンテンツでご⾃⾝の顔のサイズにあわせて実際に試着したときと同じサイズ感でバーチャル試着

が可能に。そのままオンラインストアで購⼊していただけます。また、メガネのレンズ度数がわかるデータや処⽅箋があれ

ば、オンラインで度付きレンズをオーダー可能です。直接店舗に⾏かなくても、おうち時間で購⼊ができます。 

スマートフォンで https://zeps.zoff.com/vf/へアクセスしてご利⽤ください。 

※スマートフォンでご体験ください。 

※標準ブラウザ（スマートフォン等に初期搭載されているブラウザ）以外では、正常に動作しない場合があります。 

※上記 OS及びブラウザを利⽤した場合であっても端末によっては、⼀部動作に制約がある場合や、正しく表⽰しない可能性

があります。 

 

UNITED ARROWS とは 

ユナイテッドアローズは「豊かさ・上質感」をキーワードに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。 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、世界中から選び抜いたブランドとオリジナルを、⼼地よ

い接客を通じてご提供します。 

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

 

▲丁番 
ゆるみにくい丁番を採⽤。 
さりげなく「UNITED ARROWS」ロゴも。 

▲オリジナルケース＆メガネ拭きセット 
本コレクションには、折り畳み可能なメガネケース・ 
⼱着式メガネ拭き付き。 
⼩さなカバンにもミニマルに収納可能 
 
 


