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用するス
マートな部
ヒストリカルクロノグラフ（HISTORICAL CHRONOGRAPH）
分と表 現
可 能なヒ
銀座天賞堂は、10年ほど前から自社で開発したオリジナ ストリカルクロノグラフ
ル機械式時計を生産、多くの消費者から認知されてきた。
となっている。
そんな中、天賞堂の倉庫から1920年代のものと思われ
この他にはないデザ
る様々な時計の部品が出てきて、その中からなんと、当時
インは人 気の高いクロ
販売していた懐中時計の文字盤を数点発見、新製品開発
ノグラフ機 構の時 計に
の資料となった。
ベストマッチするものと
その文字盤を発見した時、まさに同社オリジナルウォッ
考え、天賞堂初となる機
チのコンセプトの一つである“クラシック＆エレガント”に合
械式クロノグラフ（ヒス
致するため、創業135年を迎えた年（2014年）にこの文字 トリカルクロノグラフ）
盤のデザインをあしらった商品を開発、現在に至っている。 の誕生となった。価格：
文字盤のデザインは、
とても1920年代のものとは思え ￥350,000円
ないくらいで、現代でも違和感がなく、
フォントデザインも
他では見られないテイストが施されている。
㈱天賞堂
歴史を感じさせるクラシカルな部分、そして現代でも通
TEL：03−3562−0022

ペタル模様（花びら）の新しい文字盤

天賞堂初となる機械式クロノグラフの誕生

SARATOGA PETAL （サラトガ ペタル）

コンコルド
「サラトガ」
シリーズにペタル模様（花びら）の
新しい文字盤が追加されました。
明るいマザーオブパールの文字盤の中に可憐に咲くペタ
ル模様は、32個のダイヤモンドセッティングベゼルがつい
ていて、躍動感溢れるフェミニンな輝きを生み出します。
価格は、840,000円（本体価格）。
ヨシディア㈱
コンコルド ディヴィジョン
TEL：03-3835-2413

『ARTCODE TOUR EIFFEL』

創業130周年を迎えたサントノーレが世界で最も有名
なモニュメントとして知られるパリのエッフェル塔と3年間
の特別なパートナーシップを結んだ。
エッフェル塔の鉄骨の一部を譲り受け、その希少なス
チールを再加工してベゼルを生み出し新作の限定モデル
『ARTCODE TOUR EIFFEL（アートコード タワーエッ
フェル）』
を発売した。
その特別なベゼルは、エッフェル塔と同じ
「クロワジヨン
（交差）」模様が施され、更にブラウンカラーで仕上げられて
いる。またダイヤルセンター部分のオープンダイヤルには、
エッフェル塔のアーキテクチャーを思わせる。

シチズン クロスシーから
ハッピーフライト初のトノ−モデル登場
エコ・ドライブ電波時計

シチズン クロスシーからハッピーフライト初のトノ−モ
デルが登場した。
このモデルは、女性の吸い込まれるような瞳のように、柔
らかなまなざしの中に光る凛とした強さを表現している。
女性の華奢な腕には、少し大きめのサイズに仕上げるこ
とで、女性らしさを際立たせている。
文字板には、
クールなブラックとフェミニンなピンクの２
つのバリエーションを揃えた。多様なニーズに応えるため、
シンプルアジャスト仕様にしている。
写真は、左EC1100-56E：ブラック、右EC1100-56W：

ピンク。価格は共
に￥5 9 , 0 0 0＋
税。

昨年の10月に発売された『オリエントスター アーバン
スタンダード TITANIUM』は、
「 機械式時計の魅力に“軽
さ”という心地よさを加えた都会的なNEW STANDARD」
をコンセプトにしたモ
デ ル で す 。価 格 は
￥120,000＋税。
チタンの素 材 感の
魅力を最 大 限に引き
出したシャープでエッ
ジの効いたケースは、
男らしい存 在 感を演
出。
ケースガラスにはガ
ラスの反射を99％も
抑えるS A Rコーティ
ングを採用することで

TEL：03−3837−0783

CHARRIOL（シャリオール）

シチズン時計㈱TEL：0120-78-4807

視認性を高め、金属
文 字 板 に 施された
反 射目で 高 級 感 を
持たせています。ま
たハードコーティングを施した
ケースは傷に強く、
タフなビジネ
スマンの普段使いとして最適な
モデルとなっています。
文 字 盤は定 番のネイビーに
加え、グレーにピンクゴールド
のインデックスを合わせた艶感
あふれるモデルを用 意してい
る。中でもシンプルなデザインの白文字板はスーツスタイル
に合わせやすく、青色のパワーリザーブ針と秒針が洗練さ
れた爽やかな印象を与えます。
さらに、12時、6時位置に配
置されたローマインデックスがひときわ目を引き、男性の腕
元に程よい色気を演出します。
チタン材を採用した３列駒のメタルバンドにもハード
コーティングを施しており、バンドを傷から守っています。
オリエント時計㈱

GPSハイブリッド電波ソーラーウオッチ“OCEANUS”
カシオ計算機㈱は、昨秋「Elegance、Technology」を
コンセプトにしたフルメタルの電波ソーラーウオッチからブ
ランドカラーであるブルーにこだわり、
ワールドタイムの操
作性を向上させたGPSハイブリッド電波ソーラー搭載モ
デル『OCW-G1100』
を発売した。
機能面では、GPS電波と標準電波を受信するハイブリッ
ドの時刻取得で世界中の正確な時刻を表示できるGPSハ
イブリッド電波ソーラーを搭載。
さらに、時計回り・反時計
回りともに運針速度の速いデュアルコイルモーターを6時
位置のインダイアルに搭載することで、
ワールドタイムの素
早い時刻切り替えが可能となった。
また、運針速度に緩急

栄光時計㈱

『ST-TROPEZ 35（サントロぺ35）』新登場

『オリエントスター アーバン スタンダード TITANIUM』
機械式時計の魅力に“軽さ”を加えた

エッフェル塔をモチーフにした時計は、
これ
までもいくつかのブランドで発表されてきた
が、
その素材を実際に取り込みウオッチに採用
したモデルは、サントノーレが世
界初となる。
このウオッチには、エッフェル塔
委員会とサントノーレが発行した
証明書が付属し、特別コレクター
ズボックスに納められ、メンズ・レ
ディスモデル（￥380,000＋税）
とも、サントノーレの創立時にち
なみ同じ各1885本の世界限定
販売となる。

エッフェル塔のスチールを使用した限定モデル

をつけた遊び心のある動
きが、時計を操作する楽
しみを演出している。

カシオ計算機㈱お客様相談室
TEL：03-5334-4869

TEL：042−847−3380

『ST-TROPEZ 35（サントロぺ35）』の美しいマザーオ
ブパール（MOP）ダイヤルには、月の満ち欠けを表すムーン
フェイズがセットされている。MOPの淡い水色と紺碧の夜
空に描かれた月と星のコントラストは、神秘的で個性的な
表情を見せてくれる。
CHARRIOL（シャリオール）のロゴがエングレ−ビング
されたポリッシュ加工されたベゼル、
ブレスレットとケース
の接合部を覆うスタイルの“フーデットラグ”、そしてサント
ロぺの魅力の一つであるブレスレットに取り付けられた
“チェーン＆クリップ”は、エレガントなスタイルに包まれて

いる。
ベゼルの一部にダイヤ
モンドを散りばめた「ダイ
ヤモンド・セッティングベ
ゼル」
モデルもある。

栄光時計㈱
TEL：03−3837−0783

和心 WACOCORO
2015年11月発売の『和心』。そのシリーズの一つとして
「宇陀印傳」があります。印傳とは鹿革をなめし染色を施し
た生地に漆で模様をのせた伝統工芸品です。
この工芸品は
東大寺に国宝が残されており、正倉院にも印傳の技法を用
いた鞍が残されている由緒ある工芸品です。
この印傳をバ
ンドに採用し、ケースは自社工場で製造。
メッキに関しても
現在主流となっているＩＰメッキ（イオンプレーティング
メッキ）は採用せず、
日本の技術を生かしニッケルフリーの
22金メッキを金色ケースに採用しております。文字盤につ
いては極力シンプルにし、各素材が放つ独自の和を崩さぬ
よう最小限のデザインで構成した商品となっております。

Olympia Star
『Olympia Star』オリンピアスター
は１９５８年にスイスLengnauで生
まれたブランドです。
現在は１９０３年ラ・ショーデ・フォン
生まれの
『swiss ogivai』
オジバルの兄
弟ブランドとして、
スイスのOgival SA社
がブランドを所有しスイスを始め世界
各国で販売され、
愛用されています。
『Olympia Star』は様々な商品を
製 造 してい ます が 、日 本 国 内 で は
『SWAROVSKI』
ジルコニアを使用し

宇陀印傳WA-001M-J
仕様
文 字 盤：トンボ 模 様 入り、バン
ド：鹿革 宇陀印傳、
日常生活防
水：3 気 圧 、ケ ー ス サ イ ズ：
41mm 35mm 8mm、ムーブ
メント：日本製。
価格：2万円+税、発売中。
製造元：株式会社和工
『和心』
http://www.wacocoro-watch.com

たモデルに特化して２０１２年冬に輸入を開
始しました。
『SWAROVSKI』は１８９５年にオーストリ
アで創業され１９７７年にジュエリー・アクセサリーの展開
を 開 始 し た 。世 界 有 数 の ジ ル コ ニ ア ブ ランド で す。
『Olympia Star』は『SWAROVSKI』の特色であるブリリ
アントカットの８つのｈｅａｒｔs＆arrowsを使用し、独特
の輝きを腕時計で堪能していただけます。
仕様OP-28015DLS-3
文字盤：MOP文字盤（12H側1ポイントダイヤモンドﾞ）
防水：日常生活防水（3気圧）
ｹｰｽｻｲｽﾞ：約30.0㎜ 22.5mm 7.4㎜
24石：SWAROVSKI（ｽﾜﾛﾌｽｷｰ証明書ｶｰﾄﾞ付き）電池寿命：約2年
価格：6万円+税、発売中。
輸入販売元：株式会社 和工

http://www.wakoh-watch.co.jp
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