約40年前に開発され、今では世界中

衛星電波時計では初の文字板色にブ

で支持されるシチズンの基幹技術光発

ラウンを採用。F900が26万円＋税、世

GPS衛星からの電波を受信し、緯度・

電エコ・ドライブを、主要コレクションで

界限定1300本／H820が16万円＋

経度・高度を特定、すばやく現在地の

伝える横断企画「LIGHT in BLACK」 税、世界限定1800本。エクシードは、

正 確な時 刻を表 示 可 能なG P Sソー

の第3弾は、舞台上で演奏する人々を引

GPSソーラー「ランドマスター グレートトラバース」

18万円＋税、限定700本。

ラーウオッチ。特に、高山や洋上といっ

き立てる
「ステージ・ライト」
がテーマ。
ア

た携帯電話などの電波が届かないアド

ン バ ー

ベンチャーフィールドで威力を発揮す

（ ブ ラッ

る。さらに、ソーラー充電機能を搭載

ク・ブラウ

し、定期的な電池交換や外部充電の

ン）、ピン

必要がないため、不意の電池切れの

クゴール

心配もない。
ケースは20気圧防水で大

ドのコンビネーション

板。光を照らすと現れ

自然の雨風もものともしない。軽量か

を特長に、シチズンブ

る
「ステージ・ライト」
を

つ高耐食なチタンを採用し、耐衝撃性

ランド主 要の6コレク

イメージしたパターン

ど、スポーツやアウトドアシー

を向上させるとともに装着感にも配慮。

ションをラグジュアリー

を隠しデザインにあし

ンに対応する、本格機能を備

さらに、最も傷がつき易い部分の一つ

な印 象に仕 上げた

らった。10万円＋税、

えたスポーツウオッチブランド

であるベゼル部には、耐摩耗性と耐食

AMBER EDITIONの

世界限定1800本。エ

「セイコー プロスペックス」の

性に優れたセラミックスを採用。
タイム

スペシャルバージョン

中でも、優れた堅牢性と信頼性により、 ゾーンを表記したカーキ色のベゼルが
登山家や極地の冒険者など過酷な環

ダイビングやトレッキングな

レディースのクロスシーは、5ポイント

カラーリングが特長のスペシャルモデル
ラグジュアリーなAMBER EDITION
シチズン
「LIGHT in BLACK」第三弾

の ダイヤ
モンド を
あしらっ
たブ ラウ
ン 文 字

新開発の世界電波モジュール搭載

（昭和25年2月28日第3種郵便物認可）

の世界限定モデル発売
OCEANUSU

グローバルアドベンチャーを想定

第2337号

2017年（平成29年）6月15日

（3）

デル。価格は25万円＋税。
新開発のグラデーションスパッタ
リング技術を駆使して新たな“青”
を表現したベゼルには、サファイア
ガラスとチタンが組み合わされて
いる。
また、世界電波モジュールは、新
開 発 の C o n n e c t e d エン ジン
3-wayが搭載され、3つの時刻修
正システムが全世界で正確な時刻
表示をキープしてくれる優れもの。
12時と6時位置のインダイアル
には白蝶貝を使用。天然素材の質感を

カシオ計算機㈱が6

残しながらブルーの着色を施すことで、

月9日に発 売 開 始した
世界限定1500本の

ベゼルと同様、
うつろいの美を表現して

OCEANUS OCW-

いる。
そして、ケース、バンドにはチタン

G2000C-1AJFは、世

カーバイト処理を施し、耐磨耗性と美

クシ ード の バ ンドと

界 電 波 時 計に、B l u e

しい発色を実現。ケース斜面やバンド

が、6月10日
「時の記念

ケースは、女性の肌を

tooth、GPS、電波ソー

の一部にザラツ研磨を施し、美しい平

タフさを演出している。
また、多機能な

日」から数量限定で発

美しく見せる
「サクラピ

ラーを搭載した最新モ

滑面を創出している。

境に立ち向かう挑戦者たちに長く愛用

がら、高い視認性を実現するダイヤル

売開始された。

ンク
（TM）」を採用。6

されてきたシリーズ「ランドマスター」か

デザインを採用。サファイアガラスに施

今回は、
「 シチズン

ポイントのダイヤモン

ら、
タイムゾーンに縛られないグローバ

したスーパークリア コーティングと暗

アテッサ」、
「シチズン

ドが文字板を彩る。13

ルなアドベンチャーを想定し、開発さ

い中で長時間発光するルミブライトを

シチズンコレク
エクシード」、
「シチズンコレクション」、 万円＋税、限定700本。

れたGPSソーラーウオッチ
「ランドマス

インデックスと針に塗布することで、昼

そして女性用として「シチズン クロス

ションは、5万円＋税、世界限定4000

ター グレートトラバース」の数量限定

夜にかかわらず、抜 群の視 認 性を誇

シー」
に加え、LIGHT in BLACKに初

本。

モデルが、7月8日より、全国で発売さ

る。基本時計と3時位置の小時計の時

めて「シチズン エクシード（レディスモ

なお、第1弾、第2弾に続き、日本を

具や農具などでおこる振動に強い、耐

れる。価格は27万円＋税。

針にはエマージェンシーカラーのオレ

デル）」がラインアップ、大人気のサクラ

代 表するフリューゲルホーンプレー

振動構造により、幅広い趣味に対応す

EQW-

ンジを施し、判読性を高めている。

ピンク
（TM）2カラーで上品に仕上げ

ヤーでヴォーカリストTOKU氏による

るとして、彼氏や夫などへの記念日に

T630は、

ている。

オリジナル楽曲やムービーによるプロ

おすすめなのが 、カシオの電 波ソー

世界6局

モーションも展開している。

ラーシリーズ。

の標 準 電

同モデルは、地球上のどこにいても

部屋のマスタークロッ
クとしていつでも見やす

く時刻を表示し、
水晶発振式
（クオーツ）
のクロックとして使用できる他、
スマート
フォンの時刻に同期させる専用アプリも
利用可能。
また、
リビングのシェルフや
ベッドサイドにも置きやすいコンパクトな
一体型ながら、内部で左右が独立した
スピーカーボックス構造（Onkyoが認め
大 画 面 & ハイコントラスト液 晶を

た高音質）
を採用。
ノイズを抑えた、
クリ

使った見やすいデジタルクロックに、
ス

アで長時間のリスニングでも疲れにくい

マートフォンなどのBluetooth 対応

ナチュラルなサウンドは特にヴォーカル

機器からのワイヤレス転送やUSBメモ

が引き立つ音づくりとなっている。

リに保存した音源を使って手軽に音楽
再生を楽しめる高音質スピーカーを搭
載したクロック
「セイコーss501」1機種

アテッサからは、2モデル登場。GPS

高機能な INDEPENDENT
の新作登場

Bluetooth®対応デジタルクロック

なっている。

夏にピッタリなナイロンのソーラーテック

手軽に楽しめる高音質スピーカー搭載

定モデルはオールブラック。価格は2万
5000円＋税／限定モデルが2万7000
円＋税。
スーツスタイルからカジュアルまで幅
広いシーンで選べる「タイムレスライ
ン」からの新作で、ベーシックテイスト

れる
（セイコークロック）。
ワイドFM放送にも対応し、心地よい

カシオの耐振動構造シリーズ
本格的なDIYや日曜大工から、工

EQW-A1200は、電波ソーラーモ

ベゼルやインデックス、インダイアルは

多数備えている。
デザイン面では、
レー

太くて力強い、大胆なボールドデザイ

シングカーのハンドルをイメージした

ンを特徴としながら、シンプルで見や

立体的で力強いフェイスデザイン、バ

すいフェイスを実現している。価格は、

ンド 接 合

スと同色のメタルリングを配し、イン
グリーンやブルーの差し色で、
アクティ

ズン時計）から、夏にピッタリ

ブで一体感ある印象となった。
またベ

なNANOタイプのナイロンバ

ゼルを細めにし、高機能でありながら

ク電波時計4モデルが6月8日

となっている。オールブラックは、500

に発売された。そのうちの限

本の限定となる。

メロディを内蔵するなど、様々な音と音

ユヴェントスFC公式スーツ

楽に対応したマルチサウンドクロックと

社の時計のこだわりや魅力について発

ドウシシャが独占輸入販売

部のカー

また、EDIFICEのスマートフォンリ

ボンパイプ

ンクシリーズEQB-501は、公式アプリ

的かつ迫

することで、
スマートフォンとリンク。1日

力 のある

4回の自動時刻修正や、各種時計設定

デザインに

もアプリ上で行えるなど、多彩な機能

仕上がっ

の簡単操作を実現。Bluetoothでス

ている。価

マートフォンと連携する次世代のアナ

格は5万

ログ腕時計となっている。価格は3万

8000円〜

8000円〜5万円＋税。

機 能 性 ではな

合せ次 第で1 0 0

く、“ 時 間 を 楽し

種 類 以 上 の バリ

む ”ことを重 視し

エーションになる

た、2010年にドイ

ことも人気に拍車

ツで誕 生した“ 柄

をかけている。

の変化”から時間
を 読 み 解 くデ ザ イン 時 計

㈱ドウシシャ
（大阪市中央区、野村

す。主な価

「ZIIIRO（ジーロ）」が、男女問わ

正幸社長）は、イタリアのプロサッカー

格帯は、2

ず個性を表現することができる

同サイトは、デザインを通してセイ

クラブ「ユヴェントスFC」の公式スーツ

万円〜3

ファッションアイテムとして注目さ

コーウオッチのこだわりぬいた魅力を

を手がける
「TRUSSARDI（トラサル

万2000

れている。

届けるもので、今後は定期的に情報を

ディ）」の時計コレクションにおける日

円＋税。

更新し、デザインに対する思いを発信

本 市 場での独占輸 入 販 売 権を取 得

していくとしている。

し、6月に発売開始すると発表。同社の

ベルガモでダンテ・トラサルディによっ

り、多忙なライフスタイルの日々

卸販売のノウハウと幅広い販売網を活

て高 級 皮 手 袋メーカーとして設 立さ

に、“時間を楽しむ”という新たな

■カシオの機構改革と人事異動
カシオ計 算 機は、6月1日付で、新

また、人事異動として、松原直也氏

用し、全国の時計専門店、インポート

れ、イタリアン・クラフトマンシップに裏

選択肢を付け加え、落ち着いた

が、
コンシューマ開発本部開発統轄部

ショップを中心に展開・拡大するとして

付けされたクオリティを100年以上に

ひと時をもたらしてくれるといっ

ジャンル企画開発体制強化のため、
コ

商品企画部長（旧：コンシューマ開発

いる。

わたり提供し続けているブランド。敏捷

たことから、2016年に本格的に

ンシューマ開発本部開発統轄部第一

本部開発統轄部第一企画部長）、中

また、取り扱う時計コレクションは、 さと活力の象 徴である“グレイハウン

日本での販売を開始。商品の組

企画部・第二企画部を、商品企画部と

西宏明氏が、
コンシューマ開発本部開

TRUSSARDIの持つ上品さ、
ダイナミッ

ド”をブランドのロゴマークとし、1970

して統合。一般電卓・電子文具開発体

発 統 轄 部 第 四 開 発 部 長（ 旧：コン

クさ、革新性はそのままに、現代的なス

年 代 〜 1 9 8 0 年 代においてはファッ

制強化のため、
コンシューマ開発本部

シューマ開発本部開発統轄部第二企

タイルを融合させた高いデザイン性と

ション業界に革新をもたらした。2016

開発統轄部第四開発部を新設し、第

画部長）に就任。渡邉茂氏が、カシオ

手に取りやすい価格帯が特長。
トレンド

／17年シーズンでは、イタリアのプロ

三開発部より一般電卓・電子文具の

シンガポール社長（旧：カシオエレクト

に敏感な男女をターゲットに展開し、 サッカークラブ、ユヴェントスFCの公式

開発機能を移管するとした。

ロニクス
（UK）社長）
に就任した。

1970年代・1980年代の“再燃”を目指

信するWEBサイト
「by Seiko watch
design」
を公開した。

セイコーウオッチ㈱が、“時の記念

TRUSSARDIは1911年にイタリア、

スーツも手がけている。

ユニークなデザインの「ジー
ロ」は、シンプルかつ高級感があ

時計を楽しむ﹁ ZIIIRO
﹂
売上好調︑
全国展開へ

日”の6月10日に、
デザイナー視点で同

「TRUSSARDI」の
時計コレクションが日本デビュー

3万9000円〜4万9000円。

など、先 進 「CASIO WATCH+」をインストール

ラックでまとめたカラーリングに、ケー
ファッションウオッチブラン

波を受信し、正確な時刻を受信。
ソー

マー、アラームなど、実用的な機能を

ジュアルラインに仕上げ、文字板はブ

ド「INDEPENDENT」
（シチ

税。

ラー充電で電池交換の手間を軽減。

を、
トレンド感やシーズン性を備えたカ

デックスにはバンドカラーと合わせた

7 万 円＋

デルでありながら、電子コンパス、
タイ

になりがちなソーラーテック電波時計

眠りと目ざめをアシストするオリジナル

by Seiko watch design

男性におすすめの腕時計

を感じられるデザイン
ンドを採用したソーラーテッ 「薄さ」や「軽さ」

2モデルが7月中旬より全国で発売さ

デザイン視点で魅力を発信

カシオ

日本時計協会会長に服部真二氏

展開するのは㈱
Xcountry（東京都千代田区、
林孝洋代表）。同社は、東京の
新宿マルイメンにて月間MVPを
受賞するほど順調に売り上げが
伸び、大阪（天王寺ミオ店）、名
古屋（パルコ店）での店舗販売
も好調のため、夏シーズンに向
けて、“本物”をテーマに上質な
商品を展開している㈱Weedの
セレクトショップ 仙 台（ 仙 台
フォーラス店）、柏（柏高島屋ス
テーションモール店）での店舗
拡大を6月8日より開始した。

兼CEOを会長に選任した。
副会長には、
シチズン時計㈱会長の

一般社団法人日本時計協会は5月

戸倉敏夫氏（新任）が選ばれ、専務理

24日の定時総会並びに理事会におい

事には山本尚氏が再任。なお、佐藤孝

て、服部真二セイコーウオッチ㈱会長

雄顧問は3月31日をもって退任した。

