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「Zoff｜JOURNAL STANDARD relume」第 3 弾 

人気シリーズのサングラスコレクションが登場 

2022 年 6 月 21 日（火）11 時より、Zoff 公式オンラインストアにて先行予約開始 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.zoff.co.jp/shop/contents/relume_sunglasses.aspx 

 

 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）は一昨年からスタートした Zoff と

JOURNAL STANDARD relume の共同ブランディングプロジェクト「Zr Zoff｜JOURNAL STANDARD relume(ゼットアール・ゾフ ジャー

ナルスタンダードレリューム)のコラボレーション第 3 弾として「Zoff｜JOURNAL STANDARD relume Intelligents」シリーズに新たにサ

ングラスを追加いたします。2022 年 6 月 21 日(火)より Zoff 公式オンラインストアにて先行予約を開始し、続く 7 月 8 日（金）より Zoff 

限定 82 店舗にて発売いたします。 

 

スタイルのある大人のための「Intelligents」 

 強さと知性を持ち合わせた映画の主人公に想いを馳せ、JOURNAL STANDARD relume と Zoff が手を組んで生まれた「Intelligents」コ

レクション。人気のアイウェアシリーズに、今季はサングラスが仲間入りします。 

 

商品概要 

【 商 品 名 】 Zoff｜JOURNAL STANDARD relume Intelligents 

【 種 類 】 4 型 全 12 種類 

【 発 売 日 】  店舗：2022 年 7 月 8 日（金）、Zoff オンラインストア先行予約：2022 年 6 月 21 日（火）11 時～ 

【 価 格 】 8,800 円（税込） ※度付きはプラス 3,300 円（税込）～ ※オリジナルケースとメガネ拭き付き 

【 取 扱 店 舗 】 Zoff 限定 82 店舗、Zoff 公式オンラインストア、Zoff 楽天市場店、Zoff ZOZOTOWN 店、         

Zoff 楽天ファッション店（予定） 

 (JOURNAL STANDARD relume 全店舗・オンラインも取り扱い) 

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

【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 0120-013-883（平日 11 時～18 時） 

【先行予約についてのお問い合わせ先】ゾフ オンラインストア 0120-013-505（平日 11 時～18 時） 

 

 

報道関係者各位 

PRESS RELEASE / 2022 年 6 月 21 日 
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ラインアップ 
英国映画に登場する主人公たちに見る強さと知性—— 

ブリティッシュクラシックの要素を散りばめたフレームとライトカラーレンズの組み合わせが、マスクと併用した顔にも感情溢れる物語性を

演出します。 

 

■01＿Acetate 

丸みをもたせたカットが滑らかな光の遊びを生む重厚な佇まいのブリティッシュクラシック・アセテートフレーム。 

レンズには、定番のブラウンや、英国を感じさせる色調のグラデーション、トレンドであるライトカラーのブルーやピンクが採用され、あな

たの顔にシネマティックな表情を作り出します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商品特徴 

 

 

 

 

 

 

品番(フレームカラー/カラーレンズ)：左から順に 

ZH221G01_14E1 (ブラック/ライトブルー)、ZH221G01_41A1(ベージュ/ブラウングラデーション)、 ZH221G01_49A1(べっこう柄

/ライトブラウン) 

シェイプ：ウェリントン 

品番(フレームカラー/カラーレンズ)：左から順に 

ZH221G02_11A1 (ライトグレー/ライトブルー)、ZH221G02_14E1(ブラック/ライトピンク)、 ZH221G02_43A1 (ブラウン/ライト

ブラウン) 

シェイプ：ボストン 

品番(フレームカラー/カラーレンズ)：左から順に 

ZH221G03_14E1(ブラック/ライトブラウン)、 ZH221G03_42A1(ライトブラウン/ライトブラウン)、  ZH221G03_60A1(ライトグ

リーン/グレー) 

シェイプ：ウェリントン 

装備性を省いたデザインが特徴のブリティッシュ

クラシック。芯金にはシンプルな矢印型メタルを

配しています。※一部商品を除く 
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■02＿Metal 

装飾性を抑えつつ機能性を追求したシンプルかつクラシックなシルエットに、トレンドのピンク、ブルー、グリーンのライトカラーレンズを

組み合わせた、ミニマルながら力強い佇まいのメタルサングラス。ブリティッシュクラシックの真髄がここに。 

 

 

 

 

 

 

商品特徴 

 

 

 

 

 

 

 

 

付属品 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOURNAL STANDARD relume とは 

‘just feeling’ 

relume は背伸びをしない「ちょうどよい」大人のファッションを提案するブランド。 

カジュアルでベーシックだけど品質にこだわったアイテムと、ちょっと先を行くトレンドを「relume らしく」独自に解釈したアイテムなど

を提案。 

 

 

 

 

 

品番(フレームカラー/カラーレンズ)：左から順に 

ZF222G01_14E1(ブラック/ライトピンク)、ZF222G01_15E1 (シルバー/ライトブルー)、ZF222G01_57E1(アンティークゴールド/

グリーン) 

シェイプ：ラウンド 

オリジナルケース&メガネ拭きセット付き 

テンプル(つる)は、ブリティッシュクラシックの

佇まいを演出する大剣型。素材には、光に遊んで

カラーレンズの魅力を引き立てるシートメタルが

用いられています。 
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取り扱い店舗（限定 82 店舗） 

【北海道】Zoff 大丸札幌店 

【東北】（山形）Zoff イオンモール山形南店（宮城）Zoff Marché イオンモール宮崎店、Zoff 仙台ロフト店（岩手）Zoff 盛岡フェザン店 

【関東】（東京）Zoff グランド東京渋谷店、Zoff 原宿店、Zoff 渋谷マークシティ店、"Zoff MART ""ALWAYS IN SEASON""ルミネエスト新

宿店"、Zoff ルミネ荻窪店、Zoff MART 自由が丘店、Zoff 二子玉川ドッグウッドプラザ店、Zoff 三軒茶屋店、Zoff ミカン下北店、Zoff 

MART "ALWAYS IN SEASON"ルミネ有楽町店、Zoff ルミネ北千住店、Zoff パルコヤ上野店、Zoff グランデュオ蒲田店、Zoff ルミネ町田

店、Zoff 調布パルコ店、Zoff セレオ八王子店、Zoff アトレ吉祥寺店、Zoff コピス吉祥寺店、Zoff 東京ドームシティ・ラクーア店、Zoff 

MART"ALWAYS IN SEASON"ルミネ池袋店、Zoff 東京スカイツリータウン・ソラマチ店、Zoff 錦糸町パルコ店、Zoff MART"ALWAYS IN 

SEASON"ルミネ立川店、Zoff 光が丘 IMA 店（千葉）Zoff 市川ニッケコルトンプラザ店、Zoff 千葉ジュンヌ店、Zoff ららぽーと TOKYO-

BAY 店、Zoff セブンパークアリオ柏店（埼玉）Zoff 浦和パルコ店、Zoff MART"ALWAYS IN SEASON"ルミネ大宮店、Zoff イオンレイクタ

ウン mori 店、Zoff ららぽーと新三郷店、Zoff グランエミオ所沢店、Zoff ららぽーと富士見店（群馬）Zoff スマーク伊勢崎店（茨城）Zoff 

イーアスつくば店（神奈川）Zoff マークイズみなとみらい店、Zoff Latte ルミネ横浜店、Zoff たまプラーザテラス店、Zoff ららぽーと海老

名店、Zoff 大船ルミネウィング店、Zoff ラゾーナ川崎プラザ店、Zoff Marché グランツリー武蔵小杉店、Zoff アリオ橋本店、Zoff ららぽ

ーと湘南平塚店 

【東海】(静岡) Zoff ららぽーと沼津店、Zoff 静岡パルコ店、Zoff マークイズ静岡店（愛知）Zoff ららぽーと愛知東郷店、Zoff mozo ワンダ

ーシティ店、Zoff 名古屋パルコ店、Zoff タカシマヤゲートタワーモール名古屋駅店 

【甲信越】(新潟) Zoff ラブラ万代店 

【近畿】(京都) Zoff 洛北阪急スクエア店、Zoff Marché イオンモール京都桂川店（大阪）Zoff あべのキューズモール店、Zoff 心斎橋パルコ

店、Zoff ららぽーと EXPOCITY 店、Zoff なんば CITY 店、Zoff 天王寺ミオ店、Zoff Plus ルクア店、Zoff アリオ八尾店、Zoff くずはモー

ル店（兵庫）Zoff エビスタ西宮店、Zoff あまがさきキューズモール店（和歌山）Zoff イオンモール和歌山店 

【四国】(香川) Zoff ゆめタウン高松店 

【中国】(広島) Zoff ゆめタウン広島店 

【九州】(福岡) Zoff Marché マークイズ福岡ももち店、Zoff 福岡パルコ店、Zoff ららぽーと福岡店、Zoff アミュエスト博多店（佐賀）Zoff 

ゆめタウン佐賀店（熊本）Zoff アミュプラザくまもと店（鹿児島）Zoff アミュプラザ鹿児島店（大分）Zoff Marché アミュプラザおおいた

店（長崎）Zoff みらい長崎ココウォーク店 
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