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﹁世界初のクオーツウオッチ﹂を祝う

誕生 周年を記念に︑
3色のクオーツを
テーマにした限定モデル6機種を展開
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シ チズ ン

ウオッチ

に時を刻むクオーツウオッチの特徴に

ラーと、
ダイヤルに輝く5ヶ所のブラック

の 誕 生

フォーカスし、秒針にはアクセントとし

スワロフスキー®・クリスタルで表現。

時計㈱は、世

50年を

てゴールドカラーを使用した、
まさにク

ブラック ゴールドの高級感あふれる

界 に向 けて

記 念し 、 オーツウオッチの周年を記念する華や

佇まいで、
オンオフ問わず活躍する。価

あくなき挑戦

セイコー

格は13万円＋税、800本限定。

かなデザインで展開する。

を続けるラグ

（3）

ラグビー日本代表を応援

ち）」
をインス

SAKURAカラーが特長の数量限定
6モデルをシチズンが発売

をイメージし

パイア。彼ら
た 言 葉「 潔
く、勇 ましく

ウオッチ

最先端技術による高機能を搭載し

セイコーの考える時計の基本性能

ビー日本代表を応援

咲き誇る桜 」をテー

㈱は、
「セ

ながら、時代にあった心地よいデザイ

とデザイン性を踏まえ、機能・品質・デ

するラグビー日本 代

マに、シチズン エク

イコー ル

ンで、女性の輝きを最大限に引き出す

ザインのトータルバランスを重視する

表モデル『BRAVE

シード、シチズン ア

キア」
「セ 「ルキア」からは、ほんのりピンクカラー

人へ向けた「セレクション」からは、若

BLOSSOMS Limi-

テッサ、シチズ ン プ

の白 蝶 貝ダイヤルにダイヤモンドを

い世 代を中心に人 気のターコイズグ

ted Models』を、シ

ロマスター、シチズン

イコ ー
1 9 6 9 年に、セイ

ブライツ」
「 セイコーセレクション」の3

10ヶ所あしらい、着けているだけで幸

リーンをテーマに、クオーツの透明感

チズンブランドを代

コレクション、シチズ

コー が 世 界 初 のク

ブランドから、
クオーツウオッチ50周年

運が舞い込んできそうな、上品で華や

を、ダイヤルのグラデーションやきらっ

表 する5 つのコレク

ン クロスシーより6

オーツ式腕時計「ク

記念限定モデルを計6機種、6月8日よ

かなモデルが登場した。価格は10万

と輝くインデックスで表現したメンズ2

ションから、
「 光発電

モデルをラインアッ

円＋税、100本限定。

機種、
レディス2機種をラインナップ。
メ

エコ・ドライブ」
とラグ

プし、注 目されてい
る。機 能も見 た目も

オーツ アストロン」 り同時発売する。価格帯は2万6000
を発売し、世界を驚

円〜13万円+税で、数量限定となる。

本質を見極める感覚を持つグロー

ンズは濃い、
レディスは淡いグリーンカ

ビー日本 代 表 の

かせてから5 0 年が

全モデルの裏ぶたとBOXには50周

バル志向のビジネスマンに向けた、新

ラーをのせ、
それぞれ異なる表情が楽

「BRAVE BLOSSO-

異なる個性あふれる

年ロゴを、ダイヤル全体には水晶を型

感 覚のスタンダードウオッチ「ブライ

しめる。4機種揃い、各500本の限定。

MS」をイメージした

6モデルは、全てにシ

技術進化の歴史

どったクオーツマークのパターンを施

ツ」は、
ブラッククオーツの漆黒の輝き

価格は2万6000円〜3万1000円＋

SAKURA（サクラ）
カ

チズン の 基 幹 技 術

とも言えるクオーツ

す特別仕様となっている。
また1秒ごと

を、モデル全体を包む深いブラックカ

税。

を搭載し、裏ぶ
ラーを特長とする6モデルに込めて、5 「光発電エコ・ドライブ」

経った。

たには、
ラグビー日本代表の桜のエン

月16日に数量限定で発売する。
ダイレクトフライト、
クロノグラフなど最上

新色「MOON GOLD」の限定モデル

キズに強く、上品な金色で
月の陰影をイメージ

シチズン アテッサ

ブレムを刻印。SAKURA（サクラ）カ

位ムーブメントとしての充実した機能に

「 BRAVE
BLOSSOMS Limited Models』は、 ラーを効果的に使うことで、

より、様々なシーンで活躍する。

シチズンがオフィシャルスポンサーを務

BLOSSOMS」の光り輝く勝利を表現

めるラグビー日本代表の愛称「BRAVE

している。価格帯は4万5000円〜23万

B L O S S O M S（ 勇 敢なる桜の戦 士た

円＋税。

■ 新開発表面硬化技術

「デュラテクトMRKゴールド」

円＋税 。ブラックモデルが 限 定

く、その色調の美しさが特長。文字板

1000本、
ゴールドモデルが限定

は、別 体の金 属パーツや力強いイン

700本。

デックスを採用することで月の表面を

スーパーチタニウムTM製ケー

ラグビー日本代表モデル『BRAVE

「OCW-S3400（2015年発売）」
よ
り1.2mm薄い、
ケース厚9.5mmの

デュラテクトM R Kゴールドの特 長

スリムなデザインを実現した。

感じさせるデザインに仕上がっている。 は、金色でありながら、耐メタルアレル

ベゼルには“OCEANUS”らし

スとバンドに採 用された、淡い

裏ぶたにも、デュラテクトDLCを施し、 ギーを実現した新しい技術であること。

ゴールドとブラックを組み合わせ

光が当たらない月の裏側を表現。
さら

チタニウムは軽い、錆びない、金属ア

い16面体にカットされた多角形の

た独特のカラーリングは月の陰

に、限定モデル2種ともに、金属アレル

レルギーを起こしにくい、
という優れた

デザインを採用。
また、新たにケー

影をイメージ。光を受けた月面と

ギーを起こしにくい耐メタルアレルギー

特長を持ちながら、素材の柔らかさか

スからバンドへのシルエットを流

その反対にある陰になった月面

仕様となっている。

ら、
キズがつきやすいという点があった。

れるように繋がる曲線にすること

最先端技術を搭載し、
グローバルに

のコントラストを表面硬化技術デュラ

ムーブメントには、光発電エコ・ドライ

「デュラテクトMRK」
は、
チタニウムの

で、エレガントなフォルムを実現。

活躍するビジネスマンをサポートする

テクトMRKの新色「デュラテクトMRK

ブGPS衛星電波時計のCal.F950を搭

表面に、ガスを浸透させ、硬化させるこ

細部に至るまで熟練の技を要す

『CITIZEN ATTESA』
より、表面硬化

ゴ ールド 」と「 デュラテクトM R K ＋

載。時刻情報だけならば世界最速レベ

とで素材自体の表面を硬くすることが

DLC」
で表現している。

ルの「最短3秒」で受信し、
メインタイム

できる。
シチズン独自の技術で1999年

技術デュラテクトMRKの新色を採用
し、
月の陰影をイメージしたデザインの

打ちキズや擦りキズに強く、落ち着い

の時針と分針を高速で動かし時刻を表

に発 表された。今 回の「デュラテクト

「MOON GOLD」限定モデル2種が6

た上品な金色と艶感のあるブラックカ

示できる。
さらに、同時に二つの時間を

MRKゴールド」
の登場により、
これまで

月中旬に発売される。価格は共に24万

ラーの組み合わせは、耐傷性だけでな

確認できるデュアルタイム表示やダブル

以上に多彩な外装表現を実現した。

「エンジェルクローバー」

ORIENT STAR
STARのコンテンポラリーコレク
ションから人気モデル「セミスケ
ルトン」1型2モデル
（6万4000円
＋税）、
クラシックコレクションから
「クラ

50時間以上で、着脱しやすいプッシュ

シックセミスケルトン」
レディース1型2モ

三つ折れ式中留が採用されている。

デル
（4万6000円〜5万円＋税）
を、5月

機械式レディースモデルとしては41ｇ
良いアラビア数字が優しい印象を与え

皮革バンドモデルの追加でラインアッ

ている。小型ムーブメントには熟練職人

プ強 化を図ったもの。ムーブメントは

による模様付が施されている。

お風呂時計の屋外使用需要に応え

アクロックをはじめとした時計の企

防塵防水時計アクアガード専用ページ公開

オリジナルブランドによるインテリ

“お風呂時計”として防水性能を重視
して開発した
「アクアガード」が、EC
ショップでの取り扱いが多くなり、浴
室以外での利用が予想を大きく超え
たことを受けて、改めて野外などでの
利用を想定した防塵性能も高い基
準をクリアしていることを広く伝えて
いくために、
「 防塵防水時計アクア
ガード」
の専用ページを公開した。

も優れたモデルとなっている。OCW-

OCEANUSより、上質な仕上げと薄

S 5 0 0 0は、ベーシックなシルバ ーカ

高い評価を得てきたディ

く美しいフォルムを 追 求 する

ラーでブランドカラーのブルーを際立

ティールのポイントを集

「OCEANUS Manta」の新製品とし

たせた、シンプルでスタイリッシュなデ

約した、“ベスト盤”と言え

て、シリーズ最薄の『OCW-S5000／

ザインを採用（17万円＋税）。OCW-

る逸品に仕上げた。

S5000E』
を6月7日に発売する。

S5000E＝［写真］には、硬度を高める

商品は、278 278 48mm。風
雨、
日光に直接さらされない場所で
あれば野外で使用できる。スマート

画・製造・販売を行うノア精密㈱（東京

フォン等で馴染みの防塵防水に対する

都台東区、岸源一社長）は、家庭用の

保護等級はIP67。価格は4000円＋税。

ベルトは、
レザー素材の課題

OCEANUS史上最も薄く進化した同

DLC加工を施した、深みのあるブラッ

とされてきた「 汗や水 濡れに弱

モデルは、
1／100mm単位までこだわっ

クのベゼルを採用。
ブルーの蒸着を施

い」
というネガティブ要素を払拭

て部品を小型・薄型化すると同時に、従

したインダイアルに、華やかな新色のス

するため、
レザーとラバーを圧着

来は基板の両面に配置していた部品を

パッタリングを採り入れたインダイヤル

させたハイブリッドベルトを採

片面のみに高密度で実装することで、
同

リングを装着し、
より洗練された印象に

用。汗ばんでも、抜群の着け心地

シリーズで 今まで 最もスリムだった

なっている
（18万円＋税）。

価格は2万4000円＋税。
エンジェルクローバーは、輸
入時計を多数扱う㈱ウエニ貿易
が「 遊び 心 」を提 唱するファッ
ションウォッチブランド。2009年の誕

ンジェルクローバー」のファーストモデ

生以来、
ワイルドで立体感のあるデザ

ル「タイムクラフト」から、
ブランドの創

インを特徴とし、
「ロエン」
「ネスタブラ

設10周年を記念したソーラー駆動の

ンド」
「 バンソン」
「スラッシャー」など、

新 商 品を、4月2 0日から全 国の百 貨

数多くのファッションブランドとコラボ

店、時計販売店及びセレクトショップ

レ ー ションを 重 ね 、成 長してきた 。

で発売し、評判を呼んでいる。

2015年には、腕時計には珍しい「赤」

様々なこだわりを一つの時計に込め

ケースやバンドにはチタンカーバ

Te c h n o l o g y ”をコンセプトにした

にぴったりの商品となっている。

㈱ウエニ貿易は、腕時計ブランド
「エ

デュアルカーブサファイアガラス、

CASIO

をテーマとした
「レッドコレクションズ」

た“10年間の集大成”として、
「タイムク

が大ヒット。問い合わせと注文が殺到

ラフトソーラー 」を発 表 。ブランドの

し、再入荷と品切れを繰り返し、注目を

ファーストモデル「タイムクラフト」の名

集めた。1万〜3万円代には見えない精

を冠し、
ソーラー、セラミックベゼル、
レ

密で立体的な構造と、
コストパフォーマ

ザー&ラバーベルト、パワーリザーブ・

ンスの良さに定評がある。

国内初のオリスブティック

これは、昨年9月に発売のモデルに

防は、両 面 無 反 射コーティング

9.5mmのエレガントなデザイン

インジケーター、
レイヤー

を誇り、夏のアクティブなシーン

と軽量化を実現。シンプルで視認性の

16日より全国で発売する。

上質な仕上げにもこだわった。風

ドダイヤルなど、10年間で

ウエニ貿易

エプソン販売㈱は、ORIENT

るザラツ研磨を施し、なめらかで

カシオ 計 算 機 は 、“ E l e g a n c e 、 イト処理を施し、視認性や耐摩耗性に

創設10周年の集大成モデルが人気

人気モデルを
さらに強化

シリーズ史上最も薄い
「OCEANUS Manta」

銀座4丁目並木通りに
6月22日グランドオープン

人気ダイバーズウォッチのアクイ
スコレクションやダイバーズ65
コレクション、
クラシックなアー

110年以上の歴史を培い革

トリエコレクションなど国内最大級の

新を続けてきたスイスの独立

品揃えで展示・販売を行う。3F・4Fは

系時計ブランド
「オリス」
を取り

オリスジャパンのオフィス
（6月に銀座8

扱うオリスジャパン㈱（東京都

丁目から移転）。メンズウォッチ80％、

中 央 区 銀 座 、田中 麻 美 子 社

レディースウォッチ20％。商品価格帯

長）は、銀座4丁目の並木通り

は18万円〜180万円で、平均価格帯

に 、6 月 2 2 日 、国 内 初 の ブ

は約40万円。

ティックをグランドオープンさ

なお、
ブティックオープン記念として、
オリスを象徴するポインターデイト機構

せる。
新店舗では、スイスのバー

搭載の「ビッグクラウンポインターデイ

ゼル及びチューリッヒのオリス

ト」
の新色ディープレッドを全国発売に

ブティックと共通のインテリア

先駆けて6月22日〜8月31日まで先行

で表現された世界観が広がる。1F・2F

販売する。
また期間中は、店頭で時計

では、オリスのフラッグシップシリーズ

を試着しSNSに投稿した先着20名に

（非売品）
を進呈する。
のビッグクラウンコレクションをはじめ、 オリジナルグッズ

お客様の想いをかたちに。
各種セミナースケジュール
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ダイヤモンドコース(大阪)
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宝石鑑別コース(東京)

博多 ベーシックコース
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すてきリフォーム
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ビルの外装から住宅までのリフォーム
設計・施工も承ります
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W&J 読者限定キャンペーン

5月のキャンペーンは

LIXIL全商品20％〜40％OFF その他５％OFF
お問い合わせは

フリーダイヤル
0800-8000-930（通話無料）
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