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PRESS RELEASE / 2022 年 8 月 2 日

ミッキーマウス＆ミニーマウスなど、Disney で人気のペアキャラクター達をモチーフに

“大切な人とお揃いでメガネコーデが楽しめる” Disney Collection が新登場！
2022 年 8 月 5 日（金)より発売開始

【特設ページ】URL：https://www.zoff.co.jp/shop/contents/disney-collection_perfectpair.aspx（2022 年 8 月 2 日（火）11 時公開予定）
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）はウォルト・ディズニー・ジャパン株式
会社との商品ライセンス契約に基づき、「Disney Collection created by Zoff Premium Series "PERFECT PAIR“（ディズニー コレクショ
ン クリエイテッド バイ ゾフ プレミアムシリーズ パーフェクトペア）」全 18 種類を 2022 年 8 月 5 日(金）より全国の Zoff 店舗(アウト
レット店除く)にて発売いたします。

Disney で人気のペアキャラクター達をモチーフに
Disney で人気のペアキャラクターである、ミッキーマウス＆ミニーマウス、ドナルドダック＆デイジーダック、チップ＆デールをモチーフ
にした新作フレームが登場。各キャラクターに合わせたテンプル横のサイドパーツや、バチ先のイラストなど細かいところにこだわりを詰め
込みました。雑貨には、可愛いチャームが付いたメガネケースが仲間入り。今回のテーマ「パーフェクト ペア」に合わせて、家族や友人など
大切な人とのペア使いもおすすめです。また、自分用にお出かけ用のメガネとお仕事用のブルーライトカットレンズ入りなど、ペアキャラク
ターを揃えてお楽しみいただけます。

商品概要
【 商 品 名 】

Disney Collection created by Zoff Premium Series "PERFECT PAIR“（ディズニー コレクション クリエイテッド

バイ ゾフ プレミアムシリーズ パーフェクトペア）
【 種 類 /価 格 】

・メガネ 6 型 全 18 種類 11,100 円（税込・セットレンズ代込）※専用のケースとメガネ拭きがセット
・メガネケース 3 種類 2,400 円(税込)

【 発 売 日 】

2022 年 8 月 5 日（金）

【取扱店 舗】

Zoff 全店舗（アウトレット除く）Zoff 公式オンラインストア、Zoff 楽天市場店・ZOZOTOWN 店・Zoff アイルミネ店
（予定）

【特設ページ】

https://www.zoff.co.jp/shop/contents/disney-collection_perfectpair.aspx
（2022 年 8 月 2 日（火）11 時公開予定）

【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）
©Disney

本件に関するお問い合わせ先

株式会社インターメスティック
E-mail pr@zoff.com

〒107-0061 東京都港区北青山 3-6-1 オーク表参道 6F

【商品詳細】

©Disney

Perfect Pair ZF221017（ボストン）/ 11,100 円（税込・セットレンズ代込）
テンプル（つる）を広げるとミッキーマウスとミニーマウスの手がハート型を作ってくれます。テンプルエンドには二人のフェイスマークも。

ZF221017_49E1（べっこう柄）

ZF221017_43E1（ブラウン）

ZF221017_20A1（ライトピンク）
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Mickey Mouse & Minnie Mouse

ZF222017（ボストン）/ 11,100 円（税込・セットレンズ代込）

テンプル（つる）を広げると、ミッキーマウスとミニーマウスの顔が急接近！テンプルエンドには二人のフェイスマークも。

ZF222017_14F1（ブラック）

ZF222017_24E1（ダークレッド）

ZF222017_43F1（ブラウン）
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ZF222016（ウェリントン）/ 11,100 円（税込・セットレンズ代込）

一見シンプルなメタルフレームの中にミッキーアイコンがちらりとのぞく、遊び心を感じさせるミッキーマウスモデルです。

ZF222016_14F1（ブラック）

ZF222016_20E1（ライトピンク）

ZF222016_43E1（ブラウン）
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Minnie Mouse

ZF221016（ボストン）/ 11,100 円（税込・セットレンズ代込）

トレンドのコンビフレームをベースに、リボンやドットのあしらいを利かせた、おしゃれ好きなミニーマウスらしいモデルです。

ZF221016_14E1（ブラック）

ZF221016_20A1（ライトピンク）

ZF221016_49E1（べっこう柄）
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Donald Duck & Daisy Duck

ZF222018（ボストン）/ 11,100 円（税込・セットレンズ代込）

テンプル（つる）を広げると、ドナルドダックとデイジーダックの顔が急接近！テンプルには二人のおしり型パーツも輝きます。

ZF222018_20E1（ライトピンク）

ZF222018_56E1（ゴールド）

ZF222018_72F1（ネイビー）
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ZF221018（スクエア）/ 11,100 円（税込・セットレンズ代込）

テンプル（つる）に、チップ＆デールのシルエットとどんぐりのパーツをあしらったモデル。テンプルエンドには二人のフェイスマークも。

ZF221018_42A1（ライトブラウン）

ZF221018_44E1（ダークブラウン）

ZF221018_64A1（オリーブ）
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〒107-0061 東京都港区北青山 3-6-1 オーク表参道 6F
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付属品

全てのフレームに、オリジナルケースとメガネ拭きがセットになります。
レザーのようなシボ感のある素材に、ゴールドの箔押しがアクセントに
なった専用ソフトケース。
モノトーンのメガネ拭きもついた、本コレクション共通セットです。
※各ペアモデルのオリジナルデザインになっている別売メガネケースも
ございます。

Goods
メガネケース

2,400 円（税込）

各モデル、ミッキーマウス&ミニーマウスにはハンズチャーム、チップ&デ―ルにはかわいいどんぐりのチャーム、ドナルドダック&デイジー
ダックには帽子のチャームが付いたセミハードケース。内側にはシルエットのプリント入りです。

ミッキーマウス&ミニーマウス

チップ&デ―ル

品番：Z0221009_1401

Z0221009_4301

ドナルドダック&デイジーダック
Z0221009_7201

今なら Disney Collection もペア購入がお得！
カップルでミッキーマウス&ミニーマウスモデル、大好きな友人と双子コーデでチップ&デールモデル、兄弟でお揃コーデにドナルドダック＆
デイジーダックモデルなど、是非ペアでお楽しみいただきたいコレクションです。今なら 2 本以上の複数本の購入がお得。この機会をお見逃
しなく。
※店舗により開催期間が異なります。詳しくはお近くの店舗までお問合せください。

【特設サイト】https://www.zoff.co.jp/shop/contents/sale_10off.aspx
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