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（株）時計美術宝飾新聞社

30周年記念に！
！
「特別講演」
「限定モデル」
「メガネ大賞 特別賞」
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「第30回 国際メガネ展 IOFT」〜おかげさまで30周年！〜

10月11日〜13日、東京ビッグサイトで開催される日本最大のメガネ国際商談店IOFTは、今回で30周年を
迎える。
これを記念したイベント
「特別記念講演」
「記念パーティ」
「30周年記念限定モデル」
「メガネ大賞30周
年特別賞」
などが盛りだくさんに用意され、例年以上に活発な商談が期待されている。
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2000名を超える来場者で賑わう合同提案会

国産3社が独自技術を駆使した多彩な新製品や新戦略
セイコー、
シチズン、
エプソン販売の国産3社による時計販

テルで行われ、昨年と同様の2000名を超える来場者で賑

提案会」が9月6・7日、
日本橋・蛎殻町のロイヤルパークホ

表、
年末商戦に向けた新戦略を披露した。

売店向けウオッチ合同提案会
「2017年秋・冬ウオッチ合同

﹁グランドセイコー﹂
の
ブランド独立化の目玉商品が
世界中で好評博す

の 3 月

本を皮切りに海外市場においても順次
発売していく。数量は1,500本。

バ ー ゼ

ルキアからは、イメージキャラクター

ルで 発

の綾 瀬はるかさんとのコラボモデル

表 し た 「“ルキアヤセ”綾瀬はるかプロデュース

超高速の海底マッピングをミッションと

アーノルド・アンド・サンの

する夢のある二つの企画に協賛する。

2,200万円まで幅広い価格

ブランド誕生30周年を迎えたアテッ

帯としている。今期のデザイン

サから、
シチズン独自の技術「スーパー

的特徴は、
エコ・ドライブ・ワン

チタニウム™」
の中でも特に硬さと高級

の超薄型のユニセックス、更

感 を 生 み 出 す「 デュラテクト D L C

により作り
にプロマスターの他業態との （Diamond Like Carbon）」

わった。各社とも独自の技術を駆使した多彩な新製品を発

今年

イルソーラーの5,000円から

出される
「ブラックチタンシリーズ2モデ

コラボレーションなど。
米のグーグルがメインスポ

ル
（￥220,000と￥230,000＋税）
を10

シチズンの時計事業第一四半期売上営業利益
26億円で前年比16.5％アップ

月5日に発売する。
キズに強く、艶やかで

国内の販売も順調で今期のニューモデル投入は256型
シチズンの時計事業の第一四半期売

上質な外装に光発電エコ・ドライブGPS
衛星電波時計用Cal F900を搭載し、時
刻情報だけなら世界最速「最短3秒」
で
受信、
デュアルタイムやダブルダイレクト

ンサーとなる史上初の月面探査レース

フライトなど充実した機能を備えている。

「GSブラ

限定モデル」第二弾（限定3,000本：

ロボッ
上げは、363億円で減少したが営業利 「Google Lunar XPRIZE」は、

クロスシー・ティタニア ライン ハッ

ンド独立

￥120,000＋税）を11月10日から全

益は26億円、
前年比16.5％アップしてい

ト探査機を月面に送り込み500m以上

ピーフライトからは
「サクラピンク」初のト

化 」の目

国で発 売する。更に、レディダイヤシ

る。2017年通期の業績見通しは1,720

移動させて撮った画像を地球に送るこ

ノー ケ ースを 含 む 新 作 3 モ デ ル

セイコーブース

玉商品として打ち出した初代復刻モデ

リーズのレギュラーモデル（￥69,000

億円、営業収益も160億円、
グループ全

を10月5日
とがミッション。一番早く達成したチー （￥76,000〜￥79,000＋税）

で は 、オ ペ レ ー

ルが 世 界中で好 評を博し、順 調なス

〜￥78,000＋税）
も10月7日から発売

体では3,200億円、
営業収益も235億円

ムに賞金2千万ドル
（約23億円）が贈ら

に発売する。
トノーケースは、女性らしく

ションブランドの

タートを切った。特にGSの旧ロゴと新

する。

と従来通りの数字となっている。

れるという夢のあるレースで、シチズン

柔らかなケースラインが特徴で、
ラウンド

「 グ ランド セ イ

ロゴの評判が大きく、店頭での入れ替

また、世界No.１シューシャイナー

国内の販売も順調で今期のニューモ

時 計は、日本から唯 一 参 加する民 間

型とは異なる。
ケースデザインに合わせ

コー 」、グローバ

えも順調に進んでいる。GS独立サイト 「Brift H」の長谷川裕也氏をアドバイ

デル投入は256型となった。
これは、
マル

チーム
「ＨＡＫＵＴＯ（ハクト）」を後援

て、文字板のローマ数字も線を細く、柔

ルブランドとして

も立ち上げ、年末に向け新しいGSの世

ザーに起用、靴と時計をテーマに、
エレ

チブランド化による
「フレデリック」
「ブ

している。

らかな印象に仕上げた。
また文字板4時

存 在 感を高 めて

界観を持った主力商材を投入、強力な

ガントな限定モデルとして登場するの

ローバ」
「アルピナ」
などからの111モデ

が「ブライツ」。メインのストラップには

ルの投入で、例年の倍以上となる。
スマ

いる
「アストロン」 販売商材となっている。

「プレサージュ」、そして先進技術で毎

年と初代モデルの誕生月にちなみ、
５

用、更に上質なクロコダイルレザーが

日を彩る
「ルキア」
「ブライツ」
など、
ブラ

つの誕生石（天然ブルーサファイア）
を

付属している。価格は￥130,000＋税。

ンド価値を売り上げに繋げていく為の

ダイヤルにあしらった数量限定モデル

シューケア用品を入れるボックスをイ

新製品と宣伝販促策を提案した。

（￥250,000＋税）を11月10日から日

メージした専用ボックス付き。

新生エプソン・オリエントモデルを展示

国内の販売業務は、
エプソン販売が担当
4月1日付でオリエント時計に関する

独創の高機能アナログウオッチとして

販売業務に関しては、エプソン販売㈱

誕生した
「TRUME」が並ぶエプソン販

が引き継ぎ、デザイン、企画、海外営業

売㈱の展示ブースには、電池交換不要

に関しては、セイコーエプソン㈱が引き

の光充電の他、GPSセンサーと各種情

継いでいる。

報を計測するセンサーとを兼備する多
彩なTRUMEモ
デルが並ぶ。そ

㈱ 萩原

オリエント・スターの「ムーンフェイ
ス」
「 セミスケルトン」
「レトログラード」

「ワールドタイム」
「 GMT」
「セ
の 中に 新 生 エ 「チタン」
プソン・オリエ

ミスケルトン」
「スタンダード」
「クラシッ

ントモデルが展

クセミスケルトン」など、お馴染みのモ

示された。

デルが顔を揃えた。

日本と世界の代表的装身具
約5000点をネット図鑑で公開

耐久性に優れたシャーク・レザーを採

ジュエリー文化の学習とデザインのヒントに

アストロンからは、
ブランド誕生5周

「プロスペックス」

更に、
シェル石油がスポンサーとなり

2,000メートル深海を無人で超広域、 をイメージした桜をデザインしている。

日本の伝統装身具と

2,700件。時代区分は「江戸中期・後

世 界 各 地 域の民 族 装

期初め」
「 江戸後期」
「 江戸末期・明治

身 具 が 収 集された約

初期」
「 明治期」
「 大正・昭和初期」
「戦

「 戦後・昭和中後期」の7期
5,000点（8月1日現在） 時体制期」

が、
「 伝統装身具ネット

からなり、
ダイヤ・プラチナ製の逸品か

図鑑」
（www.soushin

ら普及品まで各時代の代表的装身具

g u . c o m ）で公 開され

を紹介。日本の伝統装身具と宝飾品

ている。

の全体像が把握できる構成になって

これは、日本宝飾ク

いる。

ラフト学院（大場よう子

海外の装身具とその関連資料は約

学院長）が長年にわた

2,300件。地域は「東アジア」
「 東南ア

り収 集し、これまで装

ジア」
「 南アジア」
「中央アジア」
「 西アジ

身 具 文 化 の 研 究と展

ア」
「アフリカ」
「 南北アメリカ」
「オセア

覧会協会による文化普

ニア」の8地域。日本ではほとんど知ら

及に役立ててきたもの

れていない世界中の代表的な民族装

で、今後は日本と世界

身具が一望できる構成となる。

のジュエリー文化の学

同ネット図鑑は、宝飾史研究家で日

習とデザインのヒント

本宝飾クラフト学院理事長の露木宏

発見に役立てたいと公開したもの。
日本の装身具とその関連資料は約

と5時の間にはさりげなく
「サクラピンク」

氏が責任監修し、毎月更新。今後も随
時追加していき、所蔵品のほぼすべて

が掲載されるのは、3年後を予定する。
なお、主要作品は、年4回開催のジュエ
リー文化史研究会ハンドリングゼミで
手に取って鑑賞することができる。

ジュエリーデザイン画コンテスト
作品募集開始
締切は11月10日

ジュエリータウンおかちまち
（JTO）
が主催する
「第13回ジュエリーデザイ
ン画コンテスト」の作品受付が、10月2
日から開始される。
同コンテストは、
プロ・アマ、学生を問
わず、国内在住であれば申し込みが可
能。開かれた応募によって、若手育成
から業界発展に繋げることを目的とし
ている。締め切りは11月10日。
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