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11月22日公開のディズニーアニメー
ション映画最新作「アナと雪の女王2」
の世界を表現した2モデルが、ジュエ
リーのように身に着けたくなる時計を
エシカルなコンセプトで 提 案するグ

大人の女性のためのディズニーコレクション

11月22日公開最新作「アナと雪の女王2」を表現
〜3人のディズニープリンセスも登場〜

ローバルレディースウオッチブランド
「CITIZEN L」
より、大人の女性のため
less by nature」が刻印されている。5

旬に発売される。

万2000円＋税。
エルサと

アナモデルは、12時位置にアナのア

を表現した。裏ぶたにはベルのキャラク

アナ、それ

イコンである麦のモチーフを施した。文

ターを表現する言葉「Find the beau-

ぞれのイ

字板には葉や木の実といった自然の要

ty inside」
を刻印。8万80000円＋税。

メージを文

素をちりばめることで、
アナの自由な精

字 板 およ

神を表現。裏ぶたにはアナのキャラク

びバンドの

ターを表現する言葉「Born to lead」

カラーリン

を刻印。5万8000円＋税。

グで表現
し、裏 ぶた
にはそれぞ
左:エルサモデル、右:アナモデル

ヤモンドを施し、
プリンセスの華やかさ

れのキャラ

3人のディズニープリンセスの
世界を表現した3モデルも登場

ブルーグラデーションの白蝶貝の文字
板にラメとダイヤモンドを施し波のきら
めきを表現。4時位置には波間からマー
メイドの尾びれが見えた瞬間をデザイ

セイコー アストロン

のディズニーコレクションとして11月下

CITIZEN L

世界最小キャリバーを搭載した
待望のレディスコレクションが登場
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ストロン初のレディスコ
レクションとして注目を
集める。
G P Sソーラーウオッ
チとして初めてケース径
40mmを下回る世界最
小サイズを実現。華やか
な存在感を放つコンパ
クトなケースは女 性の
腕に優しくフィットし、前
セイコーウオッチ
㈱ は 、世 界 初 の
GPSソーラーウオッ
チ
「セイコー アスト

向きに生き、挑戦を楽しむアクティブな
女性の個性を演出する。
同コレクションが採用するGPSソー
ラームーブメント
「キャリバー3X22」

ロン」より、世 界 最

は、新設計の薄型衛星電波受信アン

小 の 新 G P Sソー

テナを採用し、時計本来の性能に特化

ラーキャリバーを搭

することで、G P Sソーラーウオッチの

載した 、待 望 のレ

ケース径として世界最小サイズを実現

ディスコレクションを登場させる。

した。
コンパクトでありながら、
アストロ

ン。12時位置には貝殻のモチーフを施

クオーツ アストロンの誕生50周年

ンの独自機能「スーパースマートセン

した。裏ぶたにはアリエルのキャラク

を迎えるにふさわしく、新しいデザイン

サー」
を搭載し、地球上のどこにいても

とサイズでラインアップの幅を拡大さ

ワンステップで素早く現地時刻に修正

クターを表

ディズニーアニメーションのアリエ

現する言葉が刻印されている。機能と

ル、ベル、シンデレラ、3人のプリンセス

ターを表現する言葉「Above the -

しては、両モデルとも定期的な電池交

をイメージした3モデルも同時期に発

waves,adventure awaits」
を刻印。7

のドレスカラーをイメージしたブルーグ

「高速タイムゾーン修正機能」など
せる。価格は23万円〜24万円+税で、 する

換の要らない光発電エコ・ドライブを

売される。

万8000円＋税。

ラデーションの白蝶貝文字板。文字板

11月9日より全国で発売する。

ベル（写真:右上）は、
ピンクゴールド

シンデレラ
（写真:上）は、シンデレラ

の基本性能を有している。旅行好きは

4時位置にはかぼちゃの馬車のモチー

GPSソーラーウオッチならではの高

もちろん、出張で世界中を飛び回った

エルサモデルは、白蝶貝の文 字 板

ラス外周部）
と周囲のリング間で揺れ

のケースカラーと、
ケース外周に施され

フをプリント、
ローマ数字のクラシカル

精度と高い機能性を備えながら、女性

り、海外を拠点に生活する人にすすめ

に、エルサのドレスカラーである水色の

動くダイヤモンドが輝きを放つモデル。

たハニーカラーのトパーズでベルの黄

なフォントはシンデレラ城のクロックを

らしいエレガンスを宿したセイコー ア

たいモデルとなる。

グラデーションを施した。
またエルサを

機能としては、3モデルとも定期的な電

色いドレスをイメージ。
白蝶貝の文字板

イメージ。裏ぶたにはシンデレラのキャ

イメージさせる雪の結晶の模様を10

池交換の要らない光発電エコ・ドライ

にはストーリーのキーアイテムであるバ

ラクターを表現する言葉「A dream i-

時位置にプリント。裏ぶたにはエルサ

ブを搭載している。

ラをデザイン。文 字 板とケースベゼル

s a wish your heart makes」
を刻

搭載している。

腕を動かすたびにケースベゼル（ガ

には計8ポイントのダイ
アリエル（写真:右上）は、エメラルド （ガラス外周部）

のキャラクターを表現する言葉「Fear-

人気の﹁カリスマミニ﹂から

サントノーレ

ピンクリボン限定モデルが

登場

日本人女性の
手元にフィットす

印。8万円＋税。

グランドセイコーがミラノで発表した
なめらかな針の動きを表現
16日より原宿で東京展

O F T I M E 」の東 京
展をDESIGNART
TOKYO 2019の公
式プログラムとして

ている。価格は7万5000円＋税。取扱

10％を「RFTC Japan」
（ 乳がん啓発

10月16日〜20日まで開催する。開幕

いは、栄光時計㈱。

団体）へ寄付することで、乳がんの早期

に先立ち、9日よりミラノでの展示風景

発見・診断・治療の大切さを呼びかけ

に加え、気鋭のクリエーター、we+氏、

る「ピンクリボン活 動 」を支 援 。また、

阿部伸吾氏の撮り下ろしコメントを含

る26mmの小ぶ

限定モデルの文字盤は、
すっきりとし

りなケースデザイ

たローマ数字と10ポイントのダイヤモン

ンが 好 評を博

の活動には、若年性乳
ドの組み合わせが洗練された印象を与 「RFTC Japan」

し、人気モデルと

える。
また、
ピンクのダブルストラップに

がんの手術を受けたことを公表された

なっているサント

あしらったハートのチャームには、“ピン

元SKE48の矢板美紀さんが賛同して

ノーレの「カリス

クリボン”のシンボルロゴをデザイン。ス

おり、サントノーレは矢板さんの活動も

マミニ」
より、
ピン

トラップは簡単に付け替えが可能なサ

応援していくことで、
ブランドとしての社

クリボン限 定 モ

ントノーレ独自のアビエ式で、他にシン

会貢献を果たしていく。そして、
この活

セイコーウオッチ㈱は、高級ウオッチ

ノでの展示を再構成したもの。会場内

デルが 発 売さ

プルなブラックベルトが付属する。

動を通じて全ての女性の幸せを願うと

ブランド
「グランドセイコー」がミラノデ

は 撮 影 も 可 能 。また 、会 期 中 、G S

している。

ザインウィーク2019で発表したインス

presents クリエーターズトークと題し

タレーション展 示「 T H E N AT U R E

たトークイベントを予定する。

れ 、注 目を浴 び

シチズン アテッサ

オロビアンコ初のムーンフェイズ

力強く快適なデザインの「ACT Line」新登場

ドウシシャより発売

アクティブに自分らしく働くビジネスマンに

サントノーレは、対象商品の売上の

む最新動画を公開している。
同展は、なめらかな針の動きを特徴
とする独自の機構「スプリングドライブ」
ミラノデザインウィーク2019での展示

が映し出す「移ろい流れ続ける時間と
その永続性」
を空間として表現したミラ

発売。
ブランド史上初となるムーンフェ
イズモデルが登場した。
インダイヤルやブランドロゴが文字

スウォッチAG
スイス・ビール市に新社屋完成

盤上にバランス良く配置され、
リーフ針
やレイルウェイ目盛などのディテールが

スウォッチAGは10月3日、約5年の施

優雅でクラシカルな印象。型押しのイ

工期間を経て竣工した新社屋（スイス・

タリアンレザーや丁寧に仕上げられた

ビール市）にて、落成式を執り行った。世

メタルワークがラグジュアリーでありな

界最大級の木材構造建築物となる新社

がら、ベゼルや風防にふっくらと丸みの

屋を設計したのは、世界的に著名な日本

ある形が親しみやすい。普段使いにも

人 建 築 家 の 坂 茂（ ば んしげる）氏 。ス

インが想像力を掻き立てる一方で、建物

便利なデイ・デイトカレンダー機能や、

ウォッチAG社史に新たなページを刻むこ

を取り巻く周囲の環境にも美しく調和する

使いやすい40mmのサイズ、ベーシッ

の新社屋は、同社の時計のように既成概

よう設計されている。総面積は1万1000

㈱ドウシシャは、イタリ

クなカラーリングも魅力的。カッチリと

念にとらわれない設計となっている。

平方メートルと広大。延べ床面積は2万

タイルの多様化に合わせ、既成概念に

ア・ミラノ近郊で創設され

したシャツやジャケットスタイルには勿

なめらかに光を反射し美しい曲線を描

5000平方メートル。スウォッチ・インター

とらわれず、アクティブに働く男性ビジ

たバッグ発 祥のファクト

論だが、秋冬のボリューム感のあるカ

くスウォッチ本社屋の全長は240ｍ、幅は

ナショナル社およびスウォッチ・スイス社

ネスマンに向けて、スーツスタイルでも

リーブランド O r o b i a n c oの新 作ウ

ジュアルスタイルに合わせて腕元をクラ

35ｍ、高さは最も高い位置で27ｍにおよ

のすべての部署が入る。

カジュアルでもマッチするデザイン要素

オッチBIANCONEROを、10月1日に

スアップするにもおすすめ。

ぶ。従来のオフィスビルの概念を覆すデザ

東急タイムの「Time Land」が
渋谷と下北沢に2店同時オープン

ショップ『Time Land 渋谷スクランブ

げる商業施設では、
日本初上陸7店を

ルスクエア店』
を出店すると発表した。

の2階に出店。同商
含む全213店がショップ&レストランへ 「シモキタエキウエ」

シチズン時計㈱は、
グローバルに活
躍するビジネスマンをサポートするシチ
ズン アテッサより、多様化するビジネス
スタイルに合わせ、スーツスタイルとカ
ジュアルの両方で使える、力強く軽快
なデザインの「ACT Line」6モデルを
11月に発売する。価格は10万円〜18
万円+税。
新作の「ACT Line」は、
ビジネスス

し色として、
チタニウム加工の熱間鍛造

を加えた。

の工程で発光する
削ぎ落されたケースラインに、
メリハ （ねっかんたんぞう）
オレンジ色をイメージし、採用した。

リのあるインデックス、
ワールドタイムの

ブランドの浸透図る

また、小田急線下北沢駅に誕生する

の出店を決定している。

沢 駅と直 結した2 階 建ての商 業 施 設
業施設は、街と同様に雑多な雰囲気

都市表記をベゼル部分に配置すること

ム ー ブ メント は C a l . F 1 5 0 と

で、力強くアクティブな印象に仕上げ

Cal.H800を採用。Cal.F150はエコ・

㈱東急百貨店の子会社である㈱東

新たな商業施設「シモキタエキウエ」
に

た。エコ・ドライブGPS 衛星電波時計

ドライブGPS 電波時計で、世界最速レ

急タイムは、
タイムランド事業拡大の一

国内12店舗目となる
『Time Land シ

のコンセプトや提案を、30坪という十

ど、幅広いシーンに合わせて利用でき

F150は、文字板を12時から6時にか

ベル、最短3秒での時刻情報の受信が

環として、11月1日に開業予定の大規

モキタエキウエ店』
を同時出店する。

分なスペースに最も適切と考えられる

る店舗が入居する。
「シモキタエキウエ

けて立体的にすることで、特徴的な機

可能。Cal.H800はダイレクトフライト

模複合施設「渋谷スクランブルスクエ

「 渋 谷スクランブルスクエア第 1 期

VMD（ビジュアル・マーチャンダイジン

店」
は、
「 Time Land 」
の既存店舗と比

能であるライトレベルインディケーター

エコ・ドライブ電波時計で、デュアルタ

ア」ショップ &レストランに、
「 T i m e （東棟）」は、渋谷エリアで最も高い約

グ）
で創り上げた店舗。旗艦店としてブ

較し、
もっとも地域の持っている
「匂い」

の視認性を向上させアクティブな印象

イム、
ワールドタイムやダイレクトチェン

Land」
の旗艦店として国内11店舗目と

230ｍ、地上47階建ての大規模複合

ランドの浸透を図っていく。

を明確に表現した店舗。小田急沿線初

に仕上げた。
インデックス、秒針等に挿

ジ機能などの使い勝手の良さが特徴。

なるカジュアルウォッチの セレクト

施設。
「 世界最旬宣言」
をビジョンに掲

各種セミナースケジュール

１０月

１１月

１２月

ベーシックコース (東京)

３〜４

７〜８

５〜６

ダイヤモンドコース(東京)

２４〜２５

２６〜２７

１９〜２０

ベーシックコース (大阪)

１７〜１８
１４〜１５

ダイヤモンドコース(大阪)
パールグレーディングコース(東京)
宝石鑑別コース(東京)

博多 ベーシックコース

１２〜１３

１６
１０〜１１

１８

１１

同社は9階に出店。
「 Time Land 」 で、生活雑貨店やカフェ、立ち飲み屋な

一方、同日に、小田急小田原線下北

出店となる。

