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Zoff 初、“日本製鯖江産「リサ・ラーソン」コレクション”が登場！ 

リサイクル素材を積極的に採用し、北欧のエシカルな暮らしをイメージ 

2022 年 12 月 16 日（金）より、一部限定店舗で発売開始 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【特設ページ】https://www.zoff.co.jp/shop/contents/lisalarson.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）は北欧の陶芸家、リサ・ラーソン

氏とのコラボレーションコレクション「Zoff meets LISA LARSON MADE IN JAPAN series(ゾフ ミーツ リサ・ラーソン メイドイン

ジャパン シリーズ)」の新作を 2022 年 12 月 16 日（金）より Zoff 公式オンラインストアと Zoff 一部限定店舗で発売いたします。 

 

Zoff 初！日本製・鯖江産 LISA LARSON のメガネ 

 今回は北欧と日本の融合をテーマに、リサ・ラーソンとのコラボシリーズで Zoff 初の“日本製鯖江産”のメガネにこだわりました。メ

ガネは世界に誇る日本の伝統的な産業。本コレクションでは、福井県鯖江産ならではの優れた技術・品質に、世界中の人々に愛される

LISA LARSON の可愛らしさをプラスしたプレミアムなシリーズです。 

 

商品概要 
【 商 品 名 】 Zoff meets LISA LARSON MADE IN JAPAN series 

  (ゾフ ミーツ リサ・ラーソン メイドインジャパン シリーズ) 

【種類・価格】 ・メガネ 4 型 各 3 色展開 全 12 種類 19,900 円（税込・セットレンズ代込） 

   ※オリジナルのメガネケースとメガネ拭きがセット 

   ・メガネ拭き 全 3 種類 1,200 円（税込）・がまぐちケース（メガネケース） 全２種類 3,000 円（税込） 

【 発 売 日 】  2022 年 12 月 16 日（金） 

【 取 扱 店 舗 】 Zoff 限定 59 店舗、Zoff 公式オンラインストア・Zoff 楽天市場店・Zoff ZOZOTOWN 店・Zoff iLUMINE 店（予

定） 

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

※付属品（メガネケースとメガネ拭き）とがまぐちケースは中国製になります。 
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■商品詳細 

【MIKEY（マイキー）】（2 型 6 種類） 

 

■COMBINATION（ZX221001/ボストン） 各 19,900 円（税込） 

フロントは、環境に配慮したエコ素材を使⽤。テンプル（つる）にはしなやかで軽いβ-チタンを採⽤することで、かけ心地にもこだわ

ったデザイン。柔らかく丸みのあるシェイプは、女性らしさを引き立てます。 

 

 

 

 

 

 

 

■TITANIUM（ZX223008/ボストン） 各 19,900 円（税込） 

軽く、バネ性がありアレルギーを起こしにくいチタン素材を使⽤。ほどよく大きめのサイズ感と落ち着きのあるカラーリングは、普段

使いにも最適です。 

 

 

 

 

 

 

【HARINEZUMI（ハリネズミ）】（2 型 6 種類） 

 

■COMBINATION（ZX221002/ボストン）各 19,900 円（税込） 

フロントには、環境に配慮したエコ素材を使⽤。テンプルはしなやかで軽いβ-チタンにすることで、掛け心地にもこだわったデザイ

ン。丸みのあるやや大きめサイズのシェイプは、トレンド感も抜群です。 

 

 

 

 

 

 

 

■TITANIUM（ZX223009/オーバル）各 19,900 円（税込） 

軽く、バネ性がありアレルギーを起こしにくいチタン素材を使⽤。優しい印象のシェイプに繊細なテンプル(つる)のデザインをプラスし

て、上品な雰囲気に。 
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■共通 POINT と付属品 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■メガネ雑貨 

 メガネ雑貨には、トレンドのくすみカラーをベースにマイキーやハリネズミが遊ぶ姿が描かれています。 

再⽣素材混のキャンバス⽣地のがまぐちケースは、マイキーとハリネズミの刺繍がワンポイント。内側にクッション素材入りなのでメ

ガネも安心して収納できます。 

 メガネ拭きの⽣地には、拭き取り性能の高い東レのトレシー® (超極細繊維)
*
を使⽤。再⽣素材の特製パッケージ入りで、ちょっとし

たプレゼントにもぴったりです。 

＊トレシー®とは？…トレシー®は、東レの直径約２ミクロンの超極細繊維（マイクロファイバー）を使ったクリーニングクロス。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■エコ素材や日本製チタンへのこだわり 

フレームのフロントには、環境に配慮したエコ素材や、軽

くバネ性もあり、アレルギーを起こしにくいチタン素材を

使⽤。 

■さりげないキャラクターの可愛らしさがポイント。 

サイドにはマイキーやハリネズミのキュートな姿が。テン

プル（つる）先にはマイキーをイメージした縞模様。 

※マイキーver.にはマイキーが、ハリネズミ ver.にはハリ

ネズミのデザインがそれぞれ施されています。 

■「オリジナルケース＆メガネ拭き」がセット 

全てのフレームに、70％再⽣材を使⽤したオリジナルケースと

100％再⽣材を使⽤したメガネ拭きが付きます。Zoff オリジナルの

メガネ姿のマイキーとハリネズミがとってもキュート！ 

■がまぐちケース（メガネケース） 各 3,000 円（税込） ■メガネ拭き 各 1,200 円（税込） 
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リサ・ラーソン氏 プロフィール 

1931 年スウェーデン・ハルルンダの陶芸家。 

大学卒業後、スティング・リンドベリからスカウトを受け、当時スウェーデン最大の陶芸制作会社で

あったグスタフスベリ社に入社。在籍中には約 320 種類の優れた作品を⽣み出し、スウェーデンを代

表する陶芸デザイナーとして一躍人気を集める。2010 年には娘のヨハンナと共に初の絵本を出版。

91 歳になる現在も活動の幅を広げている。2022 年 8 月には、文化芸術への貢献が認められ、スウェ

ーデン政府より勲章が授与された。 

 

 

 

「Zoff｜LISA LARSON 福袋 2023」大好評発売中！ 

さらに 2023 年運試し「メガネマイキーのマシュマロ抱き枕」が 500 名様に当たる！ 

 

昨年好評を博したリサ・ラーソンコラボ福袋が再び発売中。2023 年の福袋は、国内 Zoff 全店舗で使⽤可能な 8,800 円（税込）分のメ

ガネ券に加え、来年の干支にちなんだ「うさぎマイキー」がメガネをかけたオリジナルイラストがデザインされたふわふわブランケッ

ト、卓上カレンダーといった他では手に入らない Zoff だけのオリジナルセット。さらに本福袋を購入いただいた方限定でプレゼントキ

ャンペーンも開催。特大のメガネマイキーのマシュマロ抱き枕が抽選で 500 名様に当たるチャンス。2023 年初の運試しにチャレンジ

してみては？ 

【店舗発売日】2022 年 12 月 1 日（木）より随時販売開始（※館に準ずる） 

Zoff 公式オンラインストアにて好評発売中。 

（※数量限定につきなくなり次第終了） 

【価 格】6,600 円（税込） 

【内容物】8,800 円分（税込）のメガネ券、ふわふわブランケット、コラボ卓上カレンダー 

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

※店舗により販売期間・販売方法が異なります。対象店舗は特設ページよりご確認ください。 

 

 

今ならメガネの下取りキャンペーンも開催中！不要なメガネで、お得に買い替えるチャンス 

12 月 31 日（土）までの期間中、お得なメガネの「下取りキャンペーン」を実施しております。 

ご不要なメガネ・サングラスを店舗にお持ちいただくと、新しいメガネ・サングラスが 

550 円オフでご購入いただけます。ゾフ以外のメガネや壊れたメガネも下取りいたします。 

 

＜下取りキャンペーン＞ 

【期間】〜2022 年 12 月 31 日（土）まで 

【対象店舗】国内 Zoff 店舗(一部対象外店舗あり※3) 

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

 

※下取り 1 本につき、税込 3,300 円以上の新しいメガネ・サングラス・パッケージ 1 本より値引きいたします。 

※ご提供いただいたメガネはいかなる理由においても返却いたしかねます。あらかじめご了承ください。※Zoff 公式オンラインストア

は対象外です。 
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