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「フレデリック」と「アルピナ」本格展開
シチズンのマルチブランド戦略に期待

様々なタイ

万円台の価格設定で発表されたこと。

プの時計

アルピナの新作「「スタータイマー パ

を作ってい

イロット オートマチック」
は、
スタータイ

る。この二

マー・コレクションで知られているパイ

催 。両ブランドの新 作 多 数が 展 示さ

つのブランドを加えてマルチブランド販

ロット機能を全て受け継ぎ、
クオリティ

れ、
シチズンが掲げるマルチブランド戦

売体制を構築し、
時計事業のさらなる成

の高さを感じさせる卓越した仕上げの

略による時計事業の更なる成長に期

長につなげていきたい」
と述べた。

ディテールと信頼できる機能との組み合

この発 表 会に向け来日したフレデ

わせにより、パイロットウオッチをこよな

同社戸倉敏夫社長は
「当社が目指す

リック・コンスタント社のピーター・C・

く愛する人々に、機能性とエレガンスと

マルチブランド戦略の一環としてラグ

スタース社長は「現在アジア、欧州、北

の絶妙なバランスを提案している。

6年に渡る開発期間に加え、部品の

ジュアリー・ブランドのフレデリック・コン

米など2700店舗で販売しているが、
シ

製造、キャリバーの組み立てまで全て

スタントを今日から発売する。
このブラン

チズン時計が本格的に販売を開始し

自社で行っているスイスの時計ブラン

ドは、
スイス製を好む30歳代から40歳

すれば、拡大が期待できる」
とのプレゼ

ド
「フレデリック・コンスタント」
とプロ仕

代のユーザーに向け、宣伝の強化を図

ンテーションを行った。

様のパイロットウオッチのパイオニアで

る。
アルピナウオッチは、
1960年代にスー

注目すべきは、
フレデリック・コンスタ

ある
「アルピナ」の販売を8月1日から開

パーコンプレッサーケースとインナーベ

ントの新製品であるブランド初の自社

始するシチズン時計㈱が同日、2ブラン

ゼルを備えた20気圧防水の画期的なダ

製「フライバック クロノグラフマニュファ

ドの国内における
「販売＆マーケティン

イバーウオッチ“アルピナ10”を開発。現

クチュール」
が、
同ブランドの理念である

グ業務に関するローチン発表会」を開

在では機械式時計やクオーツ時計など

“手が届くラグジュアリー”をもとに、50

待が高まった。

ユナイテッドアローズの
オリジナル

ン」
から、夏にぴったりの
メタルブレスバージョン
を発表。価格はオクタゴ
ンモデルが2万3000円

大沢商会

セイコークロックの伝統の継承と進化

ンスコレクションの代表
的なモデルである、丸に

ハードルとなる“サイズのコンパク
ト化”を追求。
まず、小さなボディ
で音を大きくするために2つのス
ピーカーを搭載。
このWスピー
カーの正面に筒を設け、音を増
共鳴構造」を採用。筒の長さに

大音量電波めざまし時計

よって音の大きさが変化するこの構造の

リズムの
「フィットウェーブバトル100」発売

特性に最適な筒の長さを導き出した。

検討を重ね、
今回使用するスピーカーの
デザインにおいても実際の大きな音を

リズム時計工業㈱（樋口孝二社長） 表現できるよう、筒の形状を活かしなが
は 、大 音 量 電 波 デ ジタル「フィット

ら、
枠からはみ出した円を描くことで、
“大

ウェーブバトル100（ヒャク）」
を8月7日

きな音が出る”というイメージを視覚的に

より発売した。

印象づけている。
また、
基本性能として電

フィットウェーブバトル100は、
より利
便性を高めるため、大音量としては高い

カシオ計算機が8月1日付で
部門長人事異動と機構改革
カシオ計算機㈱は、8月1日付で部
門長人事異動と機構改革を行った。

波時刻修正機能も搭載し、
時刻のズレを
気にすることなく安心して使用できる。
品企画部長、営業本部戦略統轄部楽
器 戦 略 部 長 の 前 田 卓 紀 氏 が 、コン
シューマ開発本部開発統轄部第二商
品企画部長に移動した。
機構改革では、商品企画強化のた

コンシューマ開発本部開発統轄部

め、
コンシューマ開発本部開発統合部

商品企画部長の松原直也氏が、コン

商品企画部を第一商品企画部と第二

シューマ開発本部開発統轄部第一商

商品企画部とした。

る、
デザイン性と高機能を併せ持つ活動

MISFITは今後も積極的にヘルスケア部

量計MISFITは、東京海上日動あんしん

門において、
ウェアラブルデバイスを利用

生命保険㈱と㈱NTTドコモと共同で開

したシステムの提供をしていくとしている。

2 0 0 0 円 + 税 、数
量限定400本。8
モダニズムデザインの名

月11日より全国のRiki取扱店で発売。
見やすく、美しく、細部にまでこだわっ

つ「ポール時計（1972）」を

てデザインされたフォントとレイアウト、

モチーフにした、スリムなリ

そして、心地よさを感じさせる絶妙な色

ストウオッチが、
日本デザイン界の先駆

使いが幅広い世代に支持されている。
月8日より発売される。価格は
共に1万8000円＋税。販売数
量は、
ワンポイントのマリオが
印象的なシックなモデル
（AGAK
702：写真左）が500本、ゲーム

ルな意匠に、

の世界観を堪能できるポップな

衛 星 電 波を

カラーモデル（AGAK703：写真
右）
が300本。

限 定モデルの特 別 仕 様とし
て、裏ぶたにはマリオVSクッパ

載したGP301B

のラストシーンが描かれ、
シリア

（写真左）
は、
伝統

ルナンバ ーが 印される。また、
ファッションウオッチブランド「ワイ

りゅうず部の“スター”や、ストラップ裏

合 を象 徴 する

アード」
から、誕生から30年以上を経た

側にプリントされた“クリボー”や“はて

1000個の数量限

現在でも、世代を超えて日本のみならず

なボックス”など、誰もが一度は目にし

世界中で人気を誇る任天堂のゲームソ

たことのあるゲームの要素が随所に取

衛星電波を受信して時刻修正を行う

フト
「スーパーマリオブラザーズ」
とのコ

り入れられ、土管をモチーフとしたスペ

シリーズのフ
ロック製造を開始してから今年で125周 「セイコー スペースリンク」

ラボレーション限定モデル
（2機種）
が9

シャルボックスにおさめられる。

セイコークロック㈱は、
同社の前身で
ある精工舎が1892年（明治25年）
にク

定品。
価格は7万円＋税。

年を迎えるのを記念して、
「伝統の継承

ラッグシップモデルGP218L（写真右）

と進化」
をテーマにした掛時計2機種を

は、衛星から撮影した地球を商品全体

35周年記念モデルの第1弾となる

9月下旬より全国で販売する。

に大胆に表現。新しい時代の幕開けを

『BIG BANG BLACK』
は、
ブランドを象

象徴する記念デザインとなる。価格は5

徴するブラックに新たな表現を用いてい

万円＋税。

る。粒子を塗料に混ぜ込む塗装技術に

精工舎創業期を代表するテンプ式八
角小型掛時計からインスピレーションを

よって、
光沢感を抑えた吸い込まれるよう

TASAKIは、高級腕時計コレク

なマットブラックを実現。
このマットブラッ

ション「TASAKI TIMEPIECES」
の新作として、ジュエリーシリーズ
である
「abstract star」
（写真上）
と

「comet」
（ 写真下）のジュエリー

ウォッチを、TASAKI銀座本店で7
月27日より発売した。
星のフォルムを象ったスタイリッ
シュなアウトラインでケースやブレ
スレットをデザインした
「abstract
star」
モデルを、
ホワイトゴールドとダ
イヤモンドでモダンに描き出したデ
ザインと、TASAKI独自の素材であ

るSAKURAGOLD™と、
あこや真珠
やダイヤモンドで華やかに表現した
デザインの2型（650万円と480万
円）
で展開。SAKURAGOLD™とダ
イヤモンドで彗星を、
あこや真珠で
光の尾を表現した、遊び心にあふれ
る
「comet plus」
モデル1型（380万

クが宇宙誕生前の
「無」
の状態を、裏蓋

“G-SHOCK”誕生35周年記念モデル
第1弾「BIG BANG BLACK」

に配色した鮮やかなゴールドが
ビッグバンの瞬間的な大爆発の
様を表しており、
誕生から35周年

カシオ計算機㈱は、耐衝撃ウオッチ

の節目を迎える“G-SHOCK”が原点に

“G-SHOCK”が2018年4月に誕生35

立ち返り、
これからも新しい価値を生み

周年を迎えるにあたり、記念モデルやコ

出し続けるという意思を表現している。

ラボレーションモデルの発売、世界各地

裏 蓋 には 、世 界 的 に 有 名 なグラ

でのイベント開催など、今後さまざまな

フィックアーティスト、エリック・ヘイズ

そし
活動を展開していく。
その第1弾として、 氏が手がけた35周年記念ロゴを、
光沢感を抑えた新色のブラックを採用

て遊環には“35”を表すスターマーク

した記念モデル『BIG BANG BLACK

を刻印している。文字板には「SINCE

を配し、
スペシャルパッケージを
（ ビッグバンブラック）』
（ 5 モデル、 1983」
￥19,500〜￥400,000＋税）
を9月8日

用意するなど、特別感あふれるモデル

から発売する。

に仕上げた。

■五十君本社店舗がリニューアル

階フロアー全てを売場に改装し、広々

時計パーツ、貴金属工具及び国内

とした空間でゆったりと商品を見るこ
とが可能となった。

外 のメーカー
の時計修理を

発された新商品「あるく保険」
で使用さ
れるウェアラブルデバイスに採用された。

で 、価 格 は 1 万

ワールドウオッチフェア開催中
8月16日〜28日まで、
「 第20回三越
ワールドウオッチフェア」が日本橋三越

本店本館7階催物会場で。8月17日〜

手がける㈱ 五

22日に「2017東武ワールドウォッチ

十君商店の本

フェア」が、東武百貨店池袋店8F催事

社 店 舗 がリ

場で開催される。

ニューアル。1

最新情報と優良企業を

業界関係者は求めています︒

始める な ら 堅 実に ︒
石 福 プラチナ＆
純金積立︒

㈱フォッシルジャパンが日本で展開す

限 定 ペアモデル

得たクラシカ

円）
が登場した。
■フォッシルジャパンがヘルスケア進出

「Riki」
より登場。

と先 進 技 術の融

TASAKI高級腕時計コレクションから
ジュエリーウオッチを発売

幅させる効果を利用した「気柱

の、人気シリーズ

正を行うムーブメ

オクタゴンと、
カービンググラスが美しい
こだわりのメタルバンドを選んでいる。

コ ー ウオッチ ㈱

ント
（機械体）
を搭

近い八角形が特徴的な

商品「エレガンスコレクショ

を 受 け 継ぐ セイ

受 信して時 刻 修

税。商品特徴は、エレガ

レクタンギュラーの2型に、
ぴったりな、

ザインスピリット

WIRED

クロック製造125周年の掛時計2機種

（3）

者 渡 辺力氏のデ

スーパーマリオとコラボ

モデルが2万4000円＋

テッドアローズのライセンス

2017年（平成29年）8月15日

作として日比谷交差点に立

Riki

＋税、
レクタンギュラー

㈱ 大 沢 商 会は、ユナイ

日比谷﹁ポール時計﹂の
限定ペアウオッチ
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