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ディズニー創立 100 周年限定コレクション 第 1 弾 

ヴィンテージ感あふれる”STEAMBOAT WILLIE” シリーズが登場！ 

ミッキーマウスのデビュー作『蒸気船ウィリー』の世界がアイウェアに 

2022 年 12 月 27 日(火)より Zoff 店舗と Zoff 公式オンラインストアにて 5 型全 16 種類

を発売開始 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【“STEAM BOAT WILLE”特設ページ】https://www.zoff.co.jp/shop/contents/disney-collection_steamboat-willie.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、2023 年に迎えるウォルト・ディズニー・カンパニーの創立 100 周年限

定コレクション第 1 弾として、ミッキーマウスのデビュー作『蒸気船ウィリー』をモチーフにしたヴィンテージ感あふれるシ

リーズ、「Disney Collection created by Zoff | Disney100 “STEAMBOAT WILLIE”（ディズニーコレクション クリエイテ

ッド バイ ゾフ ディズニー100 “スチームボート ウィリー”）」を 2022 年 12 月 27 日（火）より全国の Zoff 店舗(アウトレ

ット店除く)、および Zoff 公式オンラインストア他で発売いたします。 

 

ウォルト・ディズニー・カンパニー創立 100 周年の限定アートを使ったモデルが登場 

 2023 年に迎えるウォルト・ディズニー・カンパニー創立 100 周年を「Disney100」イベントでファンとともに祝福し、Zoff

から発売するその記念モデル第 1 弾は、ミッキーマウスのスクリーンデビュー作『蒸気船ウィリー』の限定モデルになります。 

ミッキーマウスが口笛を吹きながら操舵するシーンや、デビュー当時のミニーマウスを表現したものなど、「Disney100」

の限定アートを使ったモデルがラインアップ。公開当初のモノクロフィルムをイメージした、シックなカラーリングで揃えま

した。メガネ雑貨には、アンティークを思わせる上品なグラス＆マスクコード 2 種類とメガネケースをご用意しました。 

 2023 年は Zoff ならではの限定コレクションを年間通して発表していきます。 
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商品概要 
【 商 品 名 】  Disney Collection created by Zoff | Disney100 “STEAMBOAT WILLIE” 

  （ディズニーコレクション クリエイテッド バイ ゾフ ディズニー100 “スチームボート ウィリー”） 

【 種 類 】 5 型 全 16 種類 

【 発 売 日 】 2022 年 12 月 27 日（火） 

【 価 格 】 ・メガネ：プレミアムライン 13,300 円（税込・セットレンズ代込）、カジュアルライン 8,800 円（税

  込・セットレンズ代込）※オリジナルのメガネケース、メガネ拭きがセット 

  ・グラス＆マスクコード 2 種類：2,100 円（税込） 

・メガネケース 1 種類：1,800 円（税込） 

【 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、Zoff 楽天市場店、 

  Zoff ZOZOTOWN 店、Zoff アイルミネ店（予定） 

【Disney100 特設ページ】https://www.zoff.co.jp/shop/contents/disney-collection_disney100.aspx（2022 年 12 月 27 日（火）

更新予定） 

【“STEAMBOAT WILLE”特設ページ】https://www.zoff.co.jp/shop/contents/disney-collection_steamboat-willie.aspx（2022 年

12 月 27 日（火）更新予定） 

【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） 

※年末は 2022 年 12 月 28 日(水) 17:00 にて営業終了となります。年始は 2023 年 1 月 4 日(水)13:00 より営業開始致しま

す。 

 

商品詳細 
プレミアムライン ミッキーマウスモデル 

『蒸気船ウィリー』の中でも印象的な、ミッキーマウスが船を操縦しながら口笛を吹くシーンを表現。かければミッキーマウス

のようにご機嫌な気分になれるかも。 

 

 

 

 

映画フィルムをイメージしたテ

ンプル（つる）に本作品ならでは

の帽子をかぶったミッキーの姿

が。 

口笛のメロディが聞こえてくる

ような音符モチーフをテンプル

の先にあしらいました。 

ミッキーが口笛を吹きながら船

の舵を取るシーンを想起させる

パーツ。 
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プレミアムライン ミニーマウスモデル 

『蒸気船ウィリー』に乗り込んだミニーマウスが、ミッキーマウスとともに音楽を楽しむシーンを表現。 

賑やかな演奏が聴こえてきそうです。 

 

 

カジュアルライン 

ウォルト・ディズニー・カンパニー創立 100 周年限定の『蒸気船ウィリー』のアートを使用。特別な一年をアイウェアと一緒

にお祝いしましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

五線譜をイメージしたテンプルにデ

ビュー当時ならではの、お花を一輪つ

けた帽子スタイルのミニーの姿が。 

帽子のお花は、テンプルの先にも

飾られています。 

ミッキーとともに奏でた陽気な

旋律をイメージした音符パーツ。 
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■付属品 

「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、オリジナルケースとメガネ拭きがセットになります。 

※柄や色味の出方に個体差があり、画像と異なる場合がございます。 

 

 

 

■メガネ雑貨 

 メガネ雑貨には、アンティークを思わせる上品なグラス＆マスクコードとメガネケースが登場。プレゼントにもおすすめ。 

 

 

 

 

 

 

 

■メガネケース 1,800 円（税込） ■グラス＆マスクコード 2 種類 各 2,100 円（税込） 

映画フィルムをイメージしたサイ

ドパーツにミッキーのフェイスシ

ルエットをプラス。 

テンプルの先には、ウォルト・デ

ィズニー・カンパニー創立 100

周年の限定ロゴ入り。 

ウォルト・ディズニー・カンパニ

ー創立 100 周年限定アートをテ

ンプルに使用。 
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