一世風靡した
「ドライバーのための腕時計」の
デザイン復刻モデルを数量限定で販売

発表。時と向き合い、未
来 へとつながる意 思・

表現の可能性を探る企画として7
つのイベント
「コミュニケーショ
ン・プログラム」
を開催する。

セイコーウオッチ

各プログラムには、田根 剛 氏
（建築家）、杉本博司氏（現代美

セ イ

術 作 家 ）、アオイヤマダ氏（ダン

コーウオッ

万5000円〜3万9000円＋税。
1983年に発売したオリジナルモデ

チ㈱から、 ルと同様に、四輪車や二輪車のドライ

サー）、向井山朋子氏（ピアニス
ト・美術家・演出家）、森山未來氏

「ドライ

バーがハンドルを握った時に時刻が確

（俳優・ダンサー）
の豪華アーティ

バ ー のた

認しやすいよう、
ケース正面に対して液

ストなどが 登 場し、
トークやパ

めの腕時計」
として一世を風靡したジウ

晶デジタルディスプレイが右に傾斜し

シチズン時計㈱は、12月7

フォーマンス、コンサートが開催され

ジアーロ・デザインとのコラボレーション

た斬新なレイアウトが際立つデジタル

日〜 1 6日まで、東 京・南 青

る。
また、親子で楽しめる子供向けのプ

モデルが、
誕生35周年を記念し、
当時の

クロノグラフ。また、
「ロータリースイッ

山のスパイラルガーデンで

ログラムとして親子時計組み立て体験

意匠を可能な限り再現したデザイン復刻

チ」が組み込まれたベゼルを回転させ

開催する創業100周年を記

などもある。

モデルとして数量限定で発売される。

ることで、
アラーム・タイマー・ストップ

恋人同士のプレゼントに

シチズン創業100周年記念イベント

人気のペアウオッチを紹介

（昭和25年2月28日第3種郵便物認可）

森山未來さんなど豪華アーティストを迎え

時間をテーマとしたプログラムを実施

第2371号

2018年（平成30年）11月15日
シチズン時 計は、クリ

（3）

シー」
の甘く幸せな時を分け合うような

スマスシーズンに向け、 ショコラケーキデザイン（写真:左下）。
恋人同士のプレゼントに

ゴールドの針やインデックスがアクセン
トとなり、知的で爽やかな印象
を与えてくれる。各6万円＋税。
それと、
「シチズン エクシード」
の洗練されたデザインをベース
とした大 人 のためのドレスウ
オッチ。各6万5000円＋税。
10万円からは「シチズン ア
テッサ& シチズン クロスシー」
の星 空をテーマにしたロマン
ティックなペアウオッチ（写真:

シチズン時計

下 ）。透 明 感と艷 のあるネイ

ビー に、

人 気のペアウオッ

程 よく施

チを予算別で紹介している。

田根氏がデザインするインスタレー

ジウジアーロ・デザインならではの機

ウオッチなど、多彩な機能を直感的に

3万円からは「シチズンコレク

し た ラメ

“ We C e l e b r a t e T i m e ”

ション空間と共に、
シチズンが考える時

能主義的なデザインが唯一無二の存

切り替えることが出来る点も、
当時の仕

ション」の華やかなカラーが印象

が 輝く仕

100周年展」の会場におい

間や時計の「今」
そして
「未来」
を、多様

在感を放つ、1983年発売のデジタル

様を忠実に再現するため、新規のキャ

的なウィンター限定モデル。華や

上げが 印

て、時間をテーマとしたトー

な表現を通して感じられる場となり、
ま

ウオッチをリメイクした数量限定モデル

リバーが開発された。
また、
ブレスレッ

かなゴールドの文字板に鮮やか

象 的な文

なブルーのインデックスと針で、

字 板 。各

念したイベント
「CITIZEN

ク、パフォーマンス、
コンサートを行うと

たとないこのチャンスに足を運びたい。 （2機種／各3000本）が11月23日に、 トのステンレスを無垢化、ELライト機能
ザインを施し

人気ブランド「HIROKO HAYASHI」
との
コラボレーション限定モデル発売

ら、初の他ブランドコラボレー

ベージュを6

ション企画として人気ブラン

時 側 はシル

ドの
「HIROKO HAYASHI」

バーを重ね
たカラーリン

モデル
（200本）
が11月9日か

グで、相対す

ら全国のグランドセイコーマ

る人と自身と

スターショップで発売され、

では別の景

注目されている。

色 が 見 える

同モデルは、1967年に生

仕様となって

まれた傑作モデル
「62GS」
を

いる。
もう1本

ベースに、
レディスモデルのシルエット

は網目状に立 体 感を施したデザイン

へと昇華させ誕生したエレガンスコレ

で、
シャンパンゴールドカラーが手元を

クションを、
さらに時を刻むことが楽しく

華やかに彩る。
ダイヤルは、2色のグレージュカラー
により、4分割された特徴的なデザイ

ストラップ に は 、
「HIROKO

ン。ポイントとなるオレンジの秒針は今

HAYASHI」のアイコンでもあるレザー

の自分を表し、4つの過去と未来の時

アイテムを、時計のストラップとして2種

間軸を行ったり来たりするイメージを

類セットで販売。林ヒロ子氏のおすす

持たせている。
オリジナルレザーウオッ

めは、ダイヤルを挟み上下で異なるデ

チケース付きで、価格は75万円＋税。

ミッキーの 周年を記念した
機械式置時計を受注生産で発売

キーマウスのスクリーンデビュー
90年を記念し、11月15日より、
メ
カニカルムーブメント
（機械体）
を
ミッキーマウスのシルエットで包
んだ90周年記念置時計の受注
を、全国主要デパート、時計専門
店にて開始する。受注生産とな

セイコークロック

5000円＋税。

税。

盛岡セイコーの伊藤勉氏が
現代の名工に選定される

時 側 に は

セイコークロック㈱は、ミッ

よりもスペックアップすることで、利便

旬に全国で順次発売される。価格は3

ている
「グランドセイコー」か

90

ションによるエクスクルーシブモデル
（6機種／各500本）が12月上旬〜中

を貴重に、12

界観を放ったスペシャル限定モデル。

10万円＋

な 印 象 のブ

レディスモデルに力を入れ

なりそうな
「HIROKO HAYASHI」
の世

限 定 モ デ ル ならで は 。各 2 万

た1 本 。高 貴
ル ーグレ ー

（林ヒロ子氏）
との数量限定

によるバックライトなど、当時のモデル

機械式腕時計の組立・調整技能で評価

グランドセイコーのレディスライン

次いでセレクトショップとのコラボレー

性を高めている。裏ぶたには、シリアル
ナンバーが記されている。
伊藤氏は、2000年に盛岡セイ

伊藤氏は、
ひげ付きてんぷの調整を

れ（46歳）。1991年、盛岡セイコー工業

コー工業の高級機械式腕時計の

はじめとする高度な組立、調整技能を

㈱入社。入社後、
クオーツ時計の組立

組立職場に配属、セイコーウオッチ

有しており、18年にわたりグランドセイ

職場に配属。2000年、高級機械式時計

㈱（服部真二会長兼CEO）が誇る

コーの量産製造を支えてきた。
そして、 の組立職場に配属。2003年、一級時計

高級機械式腕時計「グランドセイ

職場リーダーとして技能伝承に努める

修理技能士資格取得。2006年、
いわて

コー」
に搭載されるキャリバー9Sの

ほか、社内講座等での講師や時計技

機械時計士技能評価一級合格。2010

組立・調整を主に担当。

能競技会出場者の指導も手がけるな

年、時計技能競技全国大会第一部門

「キャリバー9S」は、
グランドセイ

ど、幅広く後進の育成に貢献している。

準優勝。2013年、
いわて機械時計士技

コーの針を正しく動かすためのメカ

さらに多数のメディア取材や、国内

能評価IWマイスター合格。2013年、岩

ニカルムーブメントで、その中には

外でのセミナー、組立実演を通じて、
日

200点を超えるパーツが組み込ま

本の高級機械式腕時計の魅力や技術

セイコーインスツル

れている。スイスのクロノメーター規格

の高さをアピールし、機 械 式 時 計の

㈱（小林哲社長）の子

を上回る独自の精度規格を採用し、部

ファンや市場の拡大に貢献している。
こ

会 社である盛 岡セイ

品の組み立て、精度調整は難易度が

れらの功績が認められ、今回の「卓越

コー 工 業 ㈱（ 竹 中 雅

高くなっている。なかでも機械式時計

した技能者（現代の名工）」受賞となっ

人社長）の社員で、機械式腕時計の組

の心臓部といわれるひげ付きてんぷの

た。
「 卓越した技能者」表彰制度は、卓

立を行う伊藤勉（いとうつとむ）氏が、 調整は、ひげぜんまいと呼ばれる繊細

越した技能を持ち、
その道で第一人者

平成30年度「卓越した技能者（現代の

な部品のわずかな歪みを、
ピンセットを

と目されている技能者を厚生労働大臣

名工）」
に選定された。

使って100分の1mm単位で修正する

が毎年一回表彰するもの。

注目のフレンチブランド日本初上陸

「RESERVOIR」を初年度5店舗展開

一新時計

大きな喜びです。
自信を持って
お届けする記念クロックです。
是非お楽しみください」
とコメ

5店舗の販売店を展開する予定

ションは、分針が240 反復運動するレ

とした。

トログラード仕様で、毎時間分針が始

レゼルボワールは、革新的な

点に戻り、メーターのイメージや世界

技 術と情 熱ある真 のアドベン

観を忠実に再現。時針はなく、6時位置

2018」にノミネートされ、今年のバー

チャーを実現するための計器をコンセ

にある窓に時が表示されるジャンピン

で“ 時 計 界

ゼルワールドでも注目されたフランス

プトに、2016年にフランスで誕生。創

グアワーを採用。内部のモジュール（機
構）は、世界最高峰の技術を持つテロ

のアカデ

の高級時計ブランド
「RESERVOIR（レ

業者のフランソワ・モロー氏は無類の

商品特長は、
日差 2秒とい

ミー 賞 ”と

ゼルボワール）」
と日本初の正規代理

計測機器マニアで、自動車や潜水艦、 ス社製で、安心して長く使用することが

うセイコークロックが世界に誇

いわれる

店契約を締結した一新時計㈱（東京

航空機の燃料計やメーターをインスパ

できる。価格帯は50万円〜80万円。遊

る機械式ムーブメントと、丹念

「 ジュネ ー

都港区、千葉和彦社長）
は、11月1日よ

イアした大胆でユニークなデザインが

び心と高級感が融合した大人のため

に加工したひとつひとつの上

ブ・ウォッチメイキング・グランプリ

り取り扱いをスタートし、初年度として

特長。スイスで製造されているコレク

の1本。

している女性を対象に、幸せな変革をも

活動を行う安藤美冬氏、
そしてLVMH

審査、
ビデオプレゼンテーションによる

たらすアイデア、
そして実現可能な取り組

ウォッチズ ジャパンCEO兼ウブロ アジ

二次審査を経て、2019年3月上旬に

みについてのプレゼンテーションを募集

アパシフィック リージョナルディレク

最終審査会および表彰式を行う予定。

ントしている。

質な素材を、熟練の職人が精
魂 込めて組み立てたM A D E
IN JAPANの価値ある逸品と
なる。
高 級 木 材の持つ本 来の色

「未来」を変革する女性を応援

ウブロが活動資金200万円を提供

スイスの高級時計ブランド
「ウブロ」 し、優勝者にはウブロが夢を実現するた

を染色することなくそのまま活

が、2016年秋にスタートした、時代を

めのサポートとして活動資金200万円と、
副賞としてウブロの腕時計を提供する。

かし、ミッキー マウスのシル

変える勇気を持った女性たちの今と未

エットに息を吹き込んだ。
自然

来を支えるための「HUBLOT LOVES

昨年も多数の応募があり、いずれも

な風合いが上品且つ存在感を

WOMEN PROJECT」が、今年も開催

クオリティの高い作品ばかりで審査は

醸し出している。

される。

難航を極めたが、お笑い芸人のたかま

（ミッキーマウスの両手が時分針）
に加

LOVES WOMEN AWARD for Entre-

審査員は、美魔女ブームの仕掛け人

1961年のライセンス契約締結から

え、時計背面にはミッキーの地紋を配

preneurship 2019」
は、
「未来」
を変革す

57年もの長きにわたりディズニーデザ

し、
さらに巻鍵もミッキーマウスとなっ

「ゼンマイを巻く」度にミッキー
インクロックを展 開してきた同社は、 ており、
「90周年のお祝いに参加できることは

手県青少年卓越技能者認定。

創業2年

今回で第3回を迎える「HUBLOT

いる。価格は390万円＋税。

【伊藤勉氏の略歴】1972年6月生ま

という卓越した技能が求められる。

お馴染みの通称“ミッキーハンズ”

り、納品は受付から6カ月後を予定して

5万円からは「シチズンクロス

と触れ合うことができる。

ターの坂井実和の3名。
応募締切は2019年1月14日。書類

http://hublotloveswomen.com

Furbo design

15周年記念モデル

design」が15周年を記念
した腕時計を10月20日に

ドウシシャ 発売した。同モデルは6月に
発売したF2501シリーズに

つななさんが、優勝している。
㈱ドウシ

続く第二弾で、最大の特徴はスケルト

で、
フリーマガジン
「TOKYO VOICE」

シャのオリジ

ン部分。
ロゴとインデックスを残しなが

る女性を応援するもので、起業について

編集長の山本由樹氏、出版社勤務を

ナルライフス

ら、文字盤を切抜いたようなデザイン。

具体的に検討している女性、
そして、
すで

経て独立した女性起業家で、
『 未来を

タイルブラン

ファブリックの替えベルトが付属し、カ

に起業していて今後の事業拡大を計画

動かす』
など多数の著書や連載で発信

ド「 F u r b o

ジュアルダウンした印象も楽しめる。

各種セミナースケジュール

１１月

１２月

１月

ベーシックコース (東京)

８〜９

６〜７

１７〜１８

ダイヤモンドコース(東京)

２１〜２２

２０〜２１

２９〜３０

ベーシックコース (大阪)

１３〜１４

ダイヤモンドコース(大阪)

１５〜１６

パールグレーディングコース(東京)

２６

宝石鑑別コース(東京)
博多 ダイヤモンドコース

１１

