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セイコーの“正確な時を計る”DNAを
結集した
「SPEEDTIMER」

重厚感のあるソリッドなケース、
シンプルか
つ主張のあるインデックスと針が特長だ。
トレンドカラーのグリーンを文字板とバ
ンドに用いて、落ち着いた色合いのウォー
ムゴールドカラーにグレーカラーの組み合
わせが効いたケースをあわせることで、鮮
やかな印象に仕上げている。
ウォームゴールドカラーとグレーカラー
を組み合わせた2体構造のベゼルが目を
ひくケースは、ヘアラインとミラーで磨き分
けた。シンプルかつ主張のあるインデック
スと針を備えた文字板をあわせてトレンド
カラーのグリーンを文字板とカーフバンド
に採 用、ホワイトのステッチがよりスポー
ティーな印象を与えている。
機能面においては実用性を重視し、2021
年 に 新 開 発され た 機 械 式ムーブメント
「Cal.0950」
を採用。
同ムーブメントはデジタ
ル社会に欠かせないスマートフォンやタブ
レット等から発せられる磁力による時計の時

SEIKO PROSPEX
セイコーが約50年にわたって培ってきた
「正確
新コレクショ
な時を計る」技術と情熱を体現する新コレクショ
ン「SPE
EDTIMER」が、
セイコー プロスペックスから昨年
の11月に発売され、ストップウオッチの歴史を感
じる一本として話題だ。
確実・正確に時を計り、0.1秒、0.01秒に挑むア
スリートたちを支え続けてきたセイコーにとって、
1960年代は計時技術を大きく飛躍させた重要な
年代。
また、3本のアー
1964年に東京で開催された国際的なスポーツ た。
ムが一体となったセ
競技大会で、
それまで不可能とされていた0.01秒
イコー 独自形 状の
単位の高精度な計時を実現。
ストップウオッチ機
三叉ハンマーは、
ク
能を腕時計に組み込み、国産初のクロノグラフ
「ク
ラウン クロノグラフ」
を発売したのも1964年だ。
そ ロノグラフ針の瞬時
帰零を確実に行い、
して5年後の1969年に、垂直クラッチを搭載した
世界初の自動巻きクロノグラフ
「1969 スピードタイ 耐 久 性 やメンテナ
ンス性にも優れたセ
マー」
を発売。垂直クラッチは、スタート・ストップ
イコーの独自技 術
時の指針ずれや針飛びを抑制し、耐衝撃性も向上
するなど非常に優れた計時精度を実現したのだ。 となっている。
シャープな形 状
そして、新生「SPEEDTIMER」
は、本格的な計時
機器の開発のスタートとなった1960年代のストッ の時分針、インデッ
クスやチャコールグレー色のダイヤルに加え、時
プウオッチの設計思想やデザインを色濃く受け継
ぎ、
メカニカルモデルとソーラーモデルで登場した。 分針およびインデックスの外周に施されたヴィン
テージ調のルミブライトとも相まって、
クラシカル
メカニカルモデルのクロノグラフ秒針は、
ダイヤル
かつモダンな印象を醸し出している。
外周のタキメーター目盛りまで届く長さを確保し、
先
メカニカルモデル同様、
ストップウオッチ機能を
端をダイヤル側に曲げることで目盛りとの距離を限
界まで近づけ、
判読性を極限まで追求した。
また、
当
有するソーラークロノグラフムーブメント
「キャリ
時のストップウオッチに範をとり、
プッシュボタンは押
バーV192」
を搭載したモデルも4種類のカラーバ
しやすく、
りゅうずは引き出しやすい形状を追求する リエーションで登場した。
ことで、
クロノグラフの重要な要素である優れた操作
1969 スピードタイマーの特徴的な造形を継承
性も兼ね備えている。
したコンパクトな39mmケースに、
カーブサファイ
新たに開発したメタルブレスレットは、適度な厚
アガラスを組み合わせ、クラシカルかつスポー
みと重量感により、重心を下げたケースの安定感
ティーなデザインに仕上げている。緻密なヘアライ
と相まって高い装着性を実現。シースルーバック ンとミラーポリッシュ面の仕上げ分けが施された
の裏からは、新たなメカニカルクロノグラフムーブ ケースとブレスレットを採用することで、腕元で確
メント
「キャリバー8R46」が顔を覗かせている
かな存在感を放つ。
ダイヤルには、光の反射を抑え
この新ムーブメントには、垂直クラッチに加え、確
る砂目調のパターンを施すことで、本格スポーツウ
実な操作感や安定した動作を実現するコラムホ オッチならではの高い視認性も兼ね備えている。
イールなど
「1969 スピードタイマー」
から脈々と息
価格は、
メカニカルが330,000円〜352,000
づいている技術が、更に進化を遂げて搭載され
円、
ソーラー（写真:下）が74,800円。

2021年度ジュネーブ時計グランプリ

「メンズウオッチ」部門賞をグランドセイコーが受賞

昨年11月に、スイス・ジュネーブ市で開催された 「キャリバー
「2021年度ジュネーブ時計グランプリ」において、
メ 9 S A 5 」は、
カニカルハイビート36000 80hours「 キャリバー
デュアルイン
9 S A 5 」搭 載 の グ ランドセイコ ー S L G H 0 0 5
パルス脱 進
（1,045,000円）が「メンズウオッチ」部門賞を受賞
機（ 高 効 率
し、注目を集めた。
な脱進機）
グランドセイコーとしては、2014年度の
「メカニカル
やツインバレル
（二つの動力ぜんまい）
が採用されるこ
ハイビート36000GMT限定モデル」
の
「プティット・エ とにより、毎時36,000振動のハイビートでありながら
ギュィーユ」部門賞受賞に続き2度目となる。
最大巻上時には約80時間駆動を達成するとともに、
受賞モデルのSLGH005は、時の本質に迫るべく匠
独自の水平輪列構造によって薄型化を実現している。
の手によって組み上げられた革新的なムーブメント
内藤昭男社長は「受賞モデルは、
あらゆる面で卓
と、新たな思想に基づくデザイン、
そして製造拠点周
越した時計作りを追求する、
グランドセイコーの飽く
辺の大いなる自然からインスピレーションを得たダイ なき姿勢を体現しています。
日本独自の哲学に基づく
ヤルなど、
グランドセイコーのブランドフィロソフィー
ものづくりの伝統と、高品質の追求が、時計業界で
「THE NATURE OF TIME」
が体現されている。
最も名誉ある賞を賜りましたことを大変光栄に存じ
搭載されているメカニカルハイビートムーブメント ます」
とコメントしている。

セイコーウオッチ㈱ お客様相談室0120-061-012
（通話料無料） 公式Webサイト www.seikowatches.com

第3種郵便物認可

モダン・スポーティデザインの機械式時計ブランド
「シチズン シリーズエイト」から

鮮やかな印象のゴールド グリーンの世界限定モデル
機能と実用性を兼ね備えたモダン・スポーティ
デザインの機械式時計ブランド
『シチズン シリー
ズエイト』から、
「 第 2 種 耐 磁 」を備えた機 械 式
ムーブメントCaliber 0950を搭載した、
目を引く
ゴールド グリーンの870 Mechanical限定モデ
ルが昨年12月から発売され注目を浴びている。
この限定モデルは2体構造のベゼルが際立つ

刻精度への影響を防ぐため、耐磁性能を強化した
「第2種耐磁」
を備えている。
また、強化耐磁性能を
備えた薄型ムーブメントによりソリッドな見た目な
がら装 着 感を高めているのも特 長だ。さらに、
4.1mmに抑えたムーブメント厚により装着感の高
いスリムなケースフォルムを実現している。
価格は220,000円、世界限定400本。

GPS衛星電波時計の
最上位ムーブメントF950搭載

月面をイメージしたメタリックな文字板が人気を博す
グローバルに活躍するビジネスマンをサポートする
『CITIZEN ATTESA』のACT Line
から、エコ・ドライブGPS衛星電波時計の最上位ムーブメントF950を搭載し、
月面をイメー
ジしたメタリックな文字板の新作モデルが昨年
11月から発売され人気を集めている。
新作は、ACT Lineのエコ・ドライブGPS衛
星電波時計の最上位ムーブメントF950を搭載
するトップモデルに、
月面をデザインモチーフに
したもの。文字板は、微細な金属の粉体を混ぜ
込んだ塗料を吹き付けることで、金属ダイヤル
のような質感を実現。3時、6時、9時位置のサブ
ダイヤルは、球面状に立体成型し、内側に傾斜
のついた金属リングをあわせることで月面のク
レーターを彷 彿とさせるデザインに。さらに、
ワールドタイムの都市表記を大きく配置したベ
ゼル、大ぶりでスポーティーな形状のプッシュボ
タンで力強くアクティブな印象になっている。
また、サブダイヤルの金属の質感が金属リン
グに反射し、
月のような柔らかな光沢をもたらし
ている。
ケースとバンドには艶やかなブラックカ
ラーが魅力のデュラテクトDLC、ベゼルの縁取りにはデュラテクトピンク、針やインデックスに
はベゼルと同系色のゴールドカラーを使うことで華やかでスポーティーな印象をもたらして
いる。
搭載キャリバーのF950は、時刻情報のみの受信では、世界最速レベル「最短3秒」で受
信し、
メインタイムの時針と分針を従来の2倍の速さで動かし時刻を表示する。
さらに、
ダブルダイレクトフライトや1/20秒クロノグラフ機能なども備えたフルスペックモデ
ルとなる。価格は275,000円。

シチズン時計㈱ お客様相談室0120-78-4807

公式Webサイト https://citizen.jp/
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