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今年の春の花粉飛散量は関東、北陸、中国地方では過去 10年で最多になる予測？！ 

目元への飛沫や花粉から目を守る「Zoff PROTECT」シリーズ発売中 

～アレルギー専門家が推奨する花粉対策とは？～ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

【特設ページ】https://www.zoff.co.jp/shop/contents/protect.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、花粉カット率最大 99％

※１の「Zoff PROTECT AIR VISOR ULTRA+（ゾフ・プロテクト エアバイザー ウルトラプラス）」をはじめ、飛沫や花粉か

ら目を守る「Zoff PROTECT」シリーズを全国の Zoff 店舗（アウトレット店含む）にて発売中です。 

 

今年の春の花粉飛散量が関東などでは過去 10年で最多？！ 

環境省は、花粉を放出するスギ雄花の調査結果をまとめ、22 年 11～12 月の調査では関東、北陸、中国地方を中心に雄花の数

が過去 10 年で最も多く、2023 年春の花粉飛散量も同様にこの 10 年で最多となる可能性があるといわれています。 

例年１月下旬から飛び始めるスギ花粉。ピークは２月半ばから４月までの約２カ月半と花粉飛散シーズンが続きます。 

その一方で、コロナの規制緩和に伴い、外出も増加傾向に。オフィスなどへの出勤も増えているのではないでしょうか。そんな

コロナ禍の花粉対策について、アレルギー専門医の清益先生に伺いました。 

 

 

 『防ぎきれない屋内の花粉。屋内でも対策を』  

今年の春は、昨年の春と比較してもコロナの規制が緩和され、外出や出社が増えており、花粉に触れる機会が必然的に増えています。それに

より意外と盲点なのが、換気が必須のオフィスなど室内における花粉です。清益先生によると、オフィス内への花粉を 0 にするのは難しい

とのこと。スギは花粉媒介を風に頼る形の花のため、スギ花粉は風によって数十 km は飛散するとされています。したがって、近くにスギが

なくても、スギ花粉症の症状は出てくるわけです。窓を全開にすると、多い時には 1 時間に 1,000 万個のスギ花粉が入り込むという報告が

あります。さらに衣服の素材では、ウールは綿より 10 倍近くスギ花粉が付着するという報告もあり、花粉が飛び始める 1 月下旬の寒い時期

は特に花粉を屋内に運び込んでしまいやすい傾向にあります。このようにコロナ禍で積極的に取り組まれている換気、または衣服や髪、帽子

などに付着する花粉は人の動きで屋内に侵入するので、屋内への花粉を 0 にするのはなかなか難しいと言えます。 
参照：環境省：花粉症環境保健マニュアル 2022 

 
『メガネでブロック、花粉対策を！』 

花粉対策の基本は、目の中にある結膜に花粉を入れないことです。例えばスギ花粉であれば 2 月から 4 月まで、屋外だけでなく、

換気をすると屋内まで花粉が多く飛散します。目に見えないスギ花粉は日中に多く飛散していますので、目を開けていれば簡単

に入ってきます。そんな花粉の侵入をブロックするのはメガネで、普通のメガネでも目に入る花粉を約 40％減少させ、防御カバ

ーのついたメガネは約 65％減少させると言われています。顔にフィットするカバーのついたメガネではより目に入る花粉を減ら

せますので、子どもから大人まで、取り入れやすい花粉対策になります。 
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専門医として診療を行う現役のアレルギー・小児科医師  清益功浩  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「Zoff PROTECT AIR VISOR ULTRA＋」は Zoff史上最大 99％※１の花粉カット率！ 

発売初日で完売店舗続出となった大ヒット商品「Zoff PROTECT AIRVISOR ULTRA」。さらに改良を重ね、パワーアップさ

せた「Zoff PROTECT AIRVISOR ULTRA+」はサイズ展開を２サイズに拡大。従来品の M サイズだけでなく、商品化希望の

声が多かった「L サイズ」も加わり、より幅広いお客様にお選びいただけるようになりました。そして花粉カット率は、Zoff 史

上最高のカット率 99％※１。また、花粉対策だけでなく目元への飛沫対策としてもご活用いただけます。マスクを併用してもレ

ンズがくもりにくい防曇レンズを標準装備しておりますので、マスクとの併用でも快適にご利用いただけます。  

※１：㈱分析センター調べ。Zoff PROTECT AIRVISOR ULTRA+L サイズでの測定値。お顔の形状によって個人差があります。  

 

「Zoff PROTECT AIR VISOR ULTRA+」4つの特徴  

  

  

 

 

 

All About 家庭の医学 ガイド。小児科医・アレルギー専門医。京都大学医学部卒業後、日本赤

十字社和歌山医療センター、京都医療センター、大阪府済生会中津病院小児科・アレルギー科で

診療に従事。論文・学会報告多数。診察室外で多くの方に正確な医療情報を届けたいと、インタ

ーネットやテレビ、書籍などでも数多くの情報発信を行っている。 
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商品概要  

【 商 品 名 】 Zoff PROTECT AIRVISOR ULTRA+（ゾフ・プロテクト エアバイザー ウルトラプラス） 

【 種 類 】 2 型 各 4 色展開 全 8 種類 

【 価 格 】 5,500 円（税込） ※度無し防曇レンズ標準搭載 

※度付き防曇レンズに変更する場合は別途料金 3,300 円（税込）～。またお渡しまでお日にちをいただきます。 

【 取 扱 店 舗 】 Zoff 全店舗（アウトレット店含む）、Zoff オンラインストア、Zoff 楽天市場店、Zoff 楽天ファッション

店、Zoff Amazon 店・Zoff i LUMINE 店、Zoff ZOZOTOWN 店（予定） 

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

 

ラインアップ 

ZN221V02（L サイズ） 

 

 

 

 

 

 

 

ZN221V02_14E1       ZN221V02_12A1       ZN221V02_44A1       ZN221V02_72A1 

 

ZN221V01（M サイズ）  

 

 

 

 
 
  

ZN221V01_44A1        ZN221V01_14E1       ZN221V01_72A1       ZN221V01_81A1  

 

「Zoff PROTECT AIRVISOR ULTRA+」商品の開発秘話 

Zoff では 2013 年より販売している花粉対策用メガネ、商品開発の担当者に商品の開発について聞きました。 

花粉カット率を上げるには顔とメガネの隙間をあけないことが必須です。しかし、そうすると水中ゴーグルや大袈裟なゴーグルのような形状

になってしまいます。花粉対策メガネは、かけたときに花粉対策用とわかってしまうのが嫌だというお客様の声がありますので、できるだけ

普段かけているメガネと変わらないように、違和感のないデザインを心掛けています。密着度を上げるためにプラスチックより弾力性のある

素材として選んだのがシリコン素材でした。シリコンはメガネでは一般的な素材ではありません。量産したときの品質の維持や耐久性に関し

ても検証を重ね、同時に透明度にもこだわりました。シリコンは原料の配合を変えることで硬度を変えることができるのですが、強度があり

ながらもできるだけ透明になるよう強度と見た目のバランスを追求しました。それにより密着度を上げ、顔に触れる部分も痛くなりにくい今

までにないフードを作ることができました。また、フード部分の密着度をあげると、同時にレンズがくもりやすくなってしまうため、フード

に通気口を開けることにより、肌で温まった空気を外に逃し、レンズがくもりにくい構造にしました。実際にみんなで冷蔵施設に入って、レ

ンズがくもらないか実験し、検証を行いました。 

『AIR VISOR ULTRA』の大ヒットを受け、さらに進化させた『AIR VISOR ULTRA+』では通気口の上にルーフをつけることで通気口上部

からの花粉の侵入を防ぐように設計、またレンズをよりくもりにくくするために鼻パッドに形状も見直しました。パワーアップした『AIR 

VISOR ULTRA+』を是非店頭でお試しください。 

商品戦略本部 企画 MD 部 伊東晃拓 
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『Zoff PROTECT』シリーズはタイプ別で発売中！ 

自分のサイズにあわせて選べる４サイズ！「AIR VISOR」 

 

 

 

 

 

 
商品概要  

＜フード一体型 目元への飛沫・花粉対策メガネ＞  

【商品名】 AIR VISOR（エアバイザー） 

【 種 類 】 10 型 全 20 種類  

【 価 格 】 3,300 円（税込）※度無し防曇レンズ標準搭載   

【サイズ展開】 XS/S/M/L 

 

 

 

 

メガネとしても使用可能。フード部分が取り外し可能な「２WAYタイプ！」 

「Zoff PROTECT 2WAY」は、目元への飛沫・花粉の侵入を防ぐためのフード部分を簡単に取り外しができる Zoff だけの特許

取得商品です。目元への侵入をしっかりガードしたいシーンではフードをつけて装着。フード部分を取り外して、普通の度つき

メガネとしても使用が可能なため、通年でご使用いただけます。 

 

   

 

商品概要  

＜フードが着脱できて普通のメガネにもなる 2WAY タイプの目元への飛沫・花粉対策メガネ＞  

【商品名】 Zoff PROTECT 2WAY（ゾフ・プロテクト ツーウェイ） 

【 種 類 】 ３型２色 全６種類 

【 価 格 】 8,800 円（税込・セットレンズ代込） 

※度付き防曇レンズに変更する場合は別途料金 3,300 円（税込）～。またお渡しまでお日にちをいただきます。 

※店舗により在庫状況は異なります。 

※本商品はマグネットを使用していますので、ペースメーカーなどの医療機器をご利用の方は必ず医師にご相談の上ご使用くだ

さい。 

 

 

花粉シーズンのメガネにおすすめ。メンテナンス不要！Zoff のくもり止めレンズ  

従来は寒い時期や気温が低く日常的にメガネがくもりやすい地域にお住いの方に、メガネのくもり対策としてお選びいただく

ことが多かった「くもり止めコート」。コロナ禍以降はマスクとメガネの併用が日常になり、いつものメガネのレンズにくもり

止め対策に選ばれています。累計販売枚数 42 万枚を突破。（2022 年 10 月末時点）。 

Zoff のくもり止めコートは、レンズの両面に「吸水性」のコーティングを施すことで、吸水性コート層が水分を吸収し、レンズ

のくもりを抑えてくれます。 

「AIR VISOR」はフード一体型の花粉対策メガネ（度なし）で、購入後すぐにご

使用いただけます。「AIR VISOR」の着用により、目元への花粉の侵入を最大約

95％※２カットします。幅広いお客様にお選びいただけるようサイズ展開も豊富

で、ディズニーモデルが人気のお子様用をはじめ、小顔の女性から大人の男性まで

各種サイズを展開。 

※２：㈱分析センター調べ。お顔の形状によって個人差があります。  
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■くもり止めコートの商品概要  

【 価 格 】 フレーム代＋追加料金 3,300 円（税込）～  

【 取 扱 店 舗 】 Zoff 全店舗・Zoff 公式オンラインストア  

【 特 設 ペ ー ジ 】 https://www.zoff.co.jp/shop/help/lensguide_antifog.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） 

※くもり止めコートは特注レンズのため、お渡しまでお日にちを頂きます。 

※ブルーライトカットレンズなど、他機能性オプションとの組み合わせはお受けできません。 

※度数によっては作成いただけない場合がございます。 

※累進レンズはオンラインストアでのお取り扱いはございません。 
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