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　グローバル戦
略の展開をはじめ
て1年余りが経っ
たセイコーウオッ
チ㈱は、8月に銀
座5拠点目となる
世界初の「セイ

コープロスペックスブティック」を誕生
させるなど、国内外の市場において存
在感を高めている。
　今回も独立ブランド化以降、好調に

推移している
「グランドセイ
コー」と、今年か
ら単独ブランド
となった「クレ
ドール」におい
ては、高価格
帯・高付加価値
商品の充実を

テーマに掲げたほか、グローバルブラン
ドの「プロスペックス」、「プレザージュ」、
「アストロン」の高付加価値商品を展示
し、個性あふれる新製品と強力なマー
ケティングパッケージを取り揃えた。
　「グランドセイコー」は、よりスポー
ティ、よりエレガントにデザイン領域を
広げ、高付加価値商品の品揃えに取り
組み、新たなブランドコンセプト“The 
Nature of Time”を掲げ、大きく分け
て5商品を展開。秋冬に注目を集める

限定商品なども発表された。
　「クレドール」は、ブランド45周年を
迎え、表参道での記念イベントが好調
に終わり、新シリーズ「リネアルクス」の
人気も高まっており、よりエレガントな
デザインの数々の新作コレクションが
取り揃えられ、注目。
　ヘリテージと革新によりコレクション
を充実させる「プロスペックス」では、海
外でのダイバーズウオッチの人気の高
まりが国内にも波及していることによ
り、人気高騰に合わせたデザインを投
入。これまでは潜るなどの専門性が第
一印象となるダイバーズだが、現代で
はより服装がカジュアル化していること
から、ファッション性を含んだ提案が望
ましい。雑誌「オーシャンズ」とタイアッ
プし、ファッションに合わせて提案した
プレゼンテーションからもわかるよう
に、夏のみならず年中提案できる商材

となっている。
 また、クロノグラフ55周年と、自動巻き
クロノグラフ50周年の節目に合わせ、
記念モデルが「プロスペックス」と「プレ
ザージュ」から登場した。
 日本の美意識を体現する「プレザー
ジュ」からは、ブランドの次なる扉を開
くモデルとして日本の伝統技法である
有田焼モデルが発表された。セイコー
独自の駆動機構スプリングドライブが
はじめて搭載され、プレザージュの代
名詞ともいえる「琺瑯（ほうろう）」ダイ
ヤルを採用した新コレクション2機種
が10月11日に全国及び海外市場にお
いて発売される。
 クオーツアストロン50周年の記念限
定モデルが話題の「アストロン」から
は、レディースモデルの3Xシリーズや
大谷翔平限定モデルが11月上旬頃に
登場する予定。

　今年新しい100年に向けて一歩を
踏み出したシチズン時計㈱は、同社の
マニュファクチュールの強みを、唯一無
二を生み出す卓越した技術と技能と考
えている。また、同社独自の光発電
Eco-Driveは基幹技術として進化し洗
練された。いつの時代であってもすべて
の人に平等に降り注ぐ「光」を用いて時
代ごとに変化する社会やライフスタイ
ルに向き合いながら時計をつくっていく

ことは、同社の使命であり
挑戦である。
　12月に発売予定となり、
話題性のある新たなス

マートウオッチ「Eco-Drive Riiiver」
は、クラウドファンディングを行い、わず
か28分で目標金額の150万円を達成
したが、現在では1億円を超す金額に
なっており、その注目度の高さから、新
たな需要拡大と市場拡大に期待が持
たれている。
　発売から30周年を迎え、世界中に
多くのファンを持つプロフェッショナル
スポーツウオッチ「プロマスター」から、

個性ある新商品を提案。
　メンズ主力ブランド「アテッサ」から
は、技能とデザイン、そして素材技術を
兼ね備えた話題性のあるラインナップ
を提案。アクトラインとして、ビジネスス
タイルのカジュアル化に合わせたファッ
ションテイストを取り入れたデザインを
投入し、新たなターゲットの獲得を可
能とした。また、数量限定モデルとして、
スター・ウォーズの人気キャラクターで
あるダース・ベイダーをモチーフにした
2モデルの先行予約が10月4日に開始
され、12月に発売される。
 国内中価格帯市場においてレディス

売上No.1ブランドの「クロ
スシー」からは、『hikariコ
レクション』が新登場。第
一弾として4モデルを10月

4日に販売開始する。これまでの光発
電エコ・ドライブ電波時計らしいデザイ
ンが刷新、よりファッショナブルになり、
光発電エコ・ドライブ電波時計だとひ
と目ではわからないようなデザインで、
ターゲットの幅がより広がることが期
待されている。
 また、確かな品質と洗練されたデザイ
ンの「エクシード」など、消費者を魅了
する新商品が多数並んだ。
　さらに、ペアモデル需要に合わせ「ア
テッサ」と「クロスシー」から、Feather
（羽）をテーマにしたペア限定モデル
が、11月に数量限定で発売される。

 

　高級ウオッチブランド「クレドール
の、都会的でエレガントな人気シリー
ズ「Linealx（リネアルクス）」より、クレ
ドール誕生45周年を記念した限定モ
デルが発売される。
　「夜明け」をテーマに、安藤七宝店の
高度な技法を用いたエナメルダイヤル
限定モデルで、同シリーズ初となる自動
巻メカニカルムーブメントを搭載した。
メンズモデルは60本、レディスモデルは
20本の数量限定で、10月11日よりクレ
ドールサロンにて、2020年2月1日より
クレドールショップにて、販売される。
価格は100万円～125万円+税。また
レギュラー4モデルも同時展開。価格は
53万円～90万円+税。
　クレドールは、日本人の感性と精緻
を極めた技術により、豊かな個性を持
つ高級ドレスウオッチブランドとして
1974年に誕生し、今年45周年。フラン
ス語で「黄金の頂き（CRÊTE D’ OR）」
を意味するその名前に相応しく、ムーブ
メントから細かな部品のひとつひとつ
に至るまで、厳選された素材に名工の
技術を注ぎ込み、その美しさと品質を
守り続けている。
　そんな記念を迎えた今年は、年間を
通して「ハンドワークス」をテーマに、限

られた職人による手の込んだ特別なモ
デルとしての第5弾は、エナメルを施し
た限定モデル。
　1880年（明治13年）創業の老舗七
宝店「安藤七宝店」の、透明感ある美
しいエナメルをダイヤルに採用。内側か
ら外側にかけて深みが増していくグラ
デーションのエナメルは、職人が自ら
釉薬の微妙な色味を調合し、メンズは
4段階、レディスは5段階の色を生み出
す。それらを、土台となるひときわ優美
な純銀製の素地に差し、焼成し、研磨
する、という工程を繰り返し行い一枚
のダイヤルベースが出来上がる。美し
いグラデーションを施すには大変繊細
な作業が必要となり、卓越した技術と
経験を持つ限られた職人しか作ること
ができない。
　メンズモデルは「暁の氷（冬の夜明
け前の水面に浮かぶ氷）」をイメージ
し、八角形が幾つも広がっていく模様
をベースに、ライトブルーからダークブ
ルーへのグラデーションを施している。
レディスモデルは「曙の水面（日が昇り
始める頃の穏やかで優美な水面）」を
イメージし、女性らしい柔らかなパター
ン模様に、色味はオレンジのグラデー
ション仕上げとなっている。
　紳士用キャリバー「6L75」は、ブラン
ドにふさわしく厚さ3.69mmという薄さ
で、自動巻ムーブメントでは同社最薄レ
ベル。また新たに投入された婦人用
キャリバー「2L75」は、小型ながらもパ
ワーリザーブ約50時間以上という持
続時間を実現し、実用的に使いやすい
モデル。
　なお、今回新メカニカルムーブメント
をレギュラーモデルでも展開すること
で、機械式を求める本格志向ユーザー
など、幅広い層の声に応える。

　エレガントなレディスウォッチ
として売れ行き好調な「サント
ノーレ」より、秋らしいパープル
カラーの新作が人気のコレク
ション「オーデシー」から登場
し、話題となっている。
　この新作は、日本市場の要望を反映
した日本限定モデルで、秋らしいパー
プルカラーのダイヤルに合わせ、上品
なパープルのレザーベルトで統一した

華やかさを演出したモデル。
　ユニークで洗練されたエ
スプリが魅力の「オーデ
シー」の特徴でもある、クル・
ド・パリ装飾は、ベゼルに2
段、さらに7時位置の小秒針
の外周にも施され、タイム
ピースを美しく彩っている。
　そして、もうひとつの魅力
が4時位置のリューズ。ユ
ニークなデザインとともに快
適な着け心地を実感でき
る。さらに、カボションのブ
ラックオニキスがセットされ、
優美な雰囲気を醸し出して
いる。
　9月中旬より全国のサント

ノーレ正規取扱店で発売される。価格
はSS：7万5000円＋税、PGカラーケー
ス：8万5000円＋税。取扱い＝栄光時
計㈱（03-3837-0783）。
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美しいグラデーションのエナメルダイヤル
人気シリーズ「リネアルクス」の限定クレドール

　140年以上の歴史を持つ
時計ブランドBULOVA（シチ
ズン時計グループ）が、腕への
フィット感を実現するために開
発した“世界初”のカーブクロ
ノグラフムーブメント搭載の腕
時計“CURV（カーブ）”の新
色を9月13日から発売した。
　新色は、大人の華やかな魅
力を醸し出すゴールドカラーにスモー
キーなブラックフェイスのオールメタル

モデル（13万1000
円＋税）と、カーフ
型押しバンド3色

（ブラック、ブラウン、
ネイビー／12万円

＋税）の合計4色。
　ブローバの人気シリーズ“カーブ”は、

　セイコーウオッチ㈱は、
今年40周年を迎えるカ
ジュアルブランド「ALBA」
より、スマートフォンの時計
に慣れた「Z世代」の若者

に向け、ファッションとしてウオッチを身
に着ける楽しさとコーディネートを提
案する、新しいウオッチライン「fusion
（フュージョン）」を10月11日から全国
で発売する。価格は1万1000円～1万
4000円+税。
　ブランドコンセプトは文字通り、“融
合”。今の時代を切り取りジェンダーレ

スで、懐かしさと新しさが溶けあっ
た世界を表現している。アートで
キッチュなモノが好きな人が、男女
を問わず着けられるウオッチとな
る。
　ブランドデビューにあたり、Z世代
のライフスタイルやコミュニケー
ションにおいて圧倒的な支持を受
けるSNS『Instagram』内にブラン
ド公式アカウント（@fusion_alba）
を開設。さらに、ブランドの世界と重
なる3人のファッションアイコンを起
用したスペシャルムービーを制作。
メイクやファッション、ダンスなど、そ

れぞれのライフスタイルに合わせてコー
ディネートし、ウオッチを身に着けて自
分らしくポジティブに生きる日常を映し
ていく。なおスペシャルムービーが、公
式アカウントにて公開されている。
　Instagram公式アカウントでは、今
後も「fusion」ブランドの魅力や商品に
関する情報、ファッションとしてウオッ
チを身に着ける楽しさとコーディネート
などを紹介していく。アカウントのフォ
ローや投稿への「いいね！」、また「# 
fusion」をつけての投稿などで応援で
きる。

　シチズン時計のグローバルに活躍す
るビジネスマンをサポートする「アテッ
サ」と、上品で凛としたデザインに使い
やすい機能を兼ね備えた「クロスシー」
から、二人の未来へ羽ばたくFeather
（羽）をテーマにした、ワールドタイム機

能付光発電エ
コ・ドライブ電波
時計ペア限定モ
デルが11月に数

量限定で発売される。価格は各10万
円＋税、各2000本。
　華やかなライトゴールドカラーの文
字板に施したさりげないFeatherパ
ターンと、ゴールドのローマ数字のイン
デックスが印象的な、ペアモデルの特
別仕様。アテッサはガラス外周にゴール
ドカラーを、クロスシーは美しく輝くエ
ターナルプラチナのケースとバンド、ガラ
ス外周の上品なゴールドカラーに加え
て、12時・6時・9時位置に合計4ポイン
トのダイヤをあしらう。軽く、肌にやさし
く、キズに強いスーパーチタニウムTMを
使ったケースとバンドには、鏡面仕上げ
とサテン仕上げを使い分けて、奥行き
のある表情を作り出している。限定モデ
ル専用のボックス付きで、ペアでの購入
だけでなく、ギフトにも最適。
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「アテッサ」と「クロスシー」から
Featherがテーマのペア限定モデル
CITIZENが11月に発売

シチズン時計

セイコーウオッチ

サントノーレ

時計のガラス・文字板・針だけでなく、ク
ロノグラフムーブメントまでもカーブさせ

た「世界初」の
技術を搭載
し、2016年に
発売された。

　最大の特徴は時計のムーブメント自
体を薄くし、カーブさせることにより着
用時の腕へのフィット感を上げたこと。
オンにもオフにも適した上品かつ個性

的なフェイスも魅力のひとつ。
　ブローバは140年以上の歴史と革
新の技術をあわせもち、数々の「世界
初」を生み出しているNYの時計ブラン
ド。これまで1928年に「世界初の時計
ラジオの発売」、1941年に「世界初の
テレビコマーシャル放送」、1960年に
「世界初の音叉式電子時計『アキュト
ロン』の発売」など、数々の世界初を生
み出してきた。

NYの時計ブランド「BULOVA」
人気のカーブから新色登場

「fusion」がデビュー
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