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　シチズン時計は、田中貴金属ジュエ
リー㈱とコラボレーションし、プラチナ
950をケース素材に採用した機械式腕
時計を、2020年2月中旬に、数量限定
16本で発売すると発表した。また、発
売に先駆け、クラウドファンディングサイ
ト「未来ショッピング」での先行予約を
11月14日よりスタートした。価格は
360万円＋税。
　このコラボレーションは、シチズンと
ギンザタナカが創業者を同じくすること

から実現した。
　1918年（大正7年）、山崎亀吉により
創業されたシチズン（当時、「尚工舎時
計研究所」）は、2019年に創業101年
を迎えた。
　1892年（明治25年）、山崎亀吉によ
り創業された「山崎商店（前身、清水商
店）」をはじまりとするギンザタナカも、
2019年で創業127年を迎えた。
　それぞれのブランドの歴史と技術は
100年以上の時を超え、令和という時
代を迎えた今、初めてのコラボレーショ
ンモデルとして結実した。
　腕時計のデザインは、尚工舎時計研
究所が1924年に『CITIZEN』の名で

世に出した第一号の時計である「16 
型懐中時計」がモチーフ。ギンザタナカ
製のケース素材は、変色・変質に強く、
安定した金属であるプラチナ950を採
用。一般的なプラチナ950がプラチナ
95％にパラジウム等の配合であるのに
対し、このケースにはプラチナ95％に
金5％を特別に配合したものを使用し、
ステンレス並みの強度を実現している。
100年以上にわたり、貴金属に携わっ
てきたギンザタナカだからこそ可能と
なった、特製のプラチナ950ケースと
なっている。
　ムーブメントはシチズンの自動巻き
の機械式を搭載。シースルーバックか

ら覗くローター（回転錘）にはシチズン
第一号時計の「16型懐中時計」にも刻
印されていた、創業時より今もギンザタ
ナカに続く品質保証刻印である「☆S
（ホシエス）」マークを施した。裏ぶたに
は、シリアルナンバーを刻印した数量
限定16本のみのモデル。専用ボックス
と、シチズン、ギンザタナカそれぞれの
歩みを解説する特製のミニブックレット
（非売品）を付属。
　同コラボレーションモデルは、2020
年2月中旬の発売に先駆け、11月14日
より日本経済新聞社が運営する購入
型クラウドファンディングサイト『未来
ショッピング』にて先行予約を実施。あ
わせて、同日より銀座にあるシチズンフ
ラッグシップストア東京とギンザタナカ
銀座本店にてデザインサンプルの店頭
展示を開始した（店頭での予約開始は
2020年1月20日を予定）。

　時計の本質を追求し、卓越
した精度を誇る高品質ウオッ
チ『The CITIZEN』から、年
差±5秒の高精度 光発電エ
コ・ドライブムーブメントを搭
載した数量限定2モデルが、
12月7に発売される。
　共に、高精度年差±5秒の

エコ・ドライブムーブメントを搭載し、
マットとサテン仕上げで磨き分けた力
強く若 し々いケースデザインと、高精度
の証であるイーグルマークを文字板、

裏ぶたやりゅうずにあしらった
各300本の数量限定モデル。
限定ならではの特別なカラー
リングが施されている。
　「BLACK EAGLE」モデル
（33万円＋税／AQ4054-01E）
のステンレスケースには、すりキ
ズに強いシチズン独自のデュラ
テクトDLCを施している。デュラ
テクトDLCの滑らかで艶のある
ブラックと文字板の縦ストライ
プパターンとの組み合わせが

精悍な印象のモデルとなっている。
　「BLUE EAGLE」モデル（30万円＋
税／AQ4050-02L）は、デュラテクトプ
ラチナを施した美しいシルバーカラー
のステンレスケースに、放射線状の旭
光仕上げをしたブルー文字板を合わ
せた凛とした印象のモデル。
　両モデルとも、しっかりとした太めの
ベゼルとラグ（ケース本体とバンドをつ
なぐ部分）を持ち、力強い針やインデッ
クスを採用した従来よりも躍動感のあ
るデザインが特長となっている。

　世界初のGP S
ソーラーウオッチ
「セイコーアストロ
ン」から、世界初の
クオーツウオッチ『ク
オーツアストロン』
の誕生50周年を記
念したトリビュート
モデルが、11月28
日より全国および、

海外市場において発売される。販売数
量は50本、価格は380万円+税。
　1969年12月25日、セイコーは世界
初のクオーツ式腕時計『クオーツアス
トロン』を発売し、世界を驚かせた。月
差±5秒以内という腕時計の歴史を変
えた高い時間精度は、当時の世界の
人々のライフスタイルを一変させ、「ク
オーツ革命」とも呼ばれている。
　また、独自に開発した音叉型水晶振
動子、オープン型ステップモーターを
はじめ、特許権利化した技術を公開す
ることで、アナログクオーツウオッチの
世界的普及に大きく貢献し、現在にお
いてもクオーツ腕時計の世界標準と
なっている。
　時計技術に大きな改革を実現した
ことが評価され、2014年には日本機械
学会によって「機械遺産」に、2018年
には国立科学博物館によって「未来技
術遺産」にそれぞれ認定された。
　『クオーツアストロン』誕生から50
年の節目を迎えた今年は、その名を受
け継ぐGPSソーラーウオッチの「セイ

コーアストロン」
より、多くの記念
モデルを展開し
てきた。そして、
アニバーサリー
イヤーの最後を
飾るのは、オリジ
ナルモデルに込
められた意志や
未来への期待を

具現化した意匠をコンセプチャルに再
現する特別なモデル。
　18Kイエローゴールド製のケース
は、当時のシルエットを踏襲するだけで
なく、オリジナルモデルと同じように熟
達した宝飾加工職人の手業による特
徴的な荒らし彫り模様が施されてい
る。繊細さと雄々しさを兼ね備えた模
様は円環を描き、50年の時を経て初
志に立ち返り、新たな未来を切り拓こ
うとする「セイコーアストロン」の決意
を象徴している。
　判読性に優れたシンプルなダイヤル
レイアウトに加え、スリムでエレガント
な当時のフォルムを再現するため、ムー
ブメントには世界最薄のGPSソーラー
キャリバーである「3X22」を採用。コン
パクトでありながら、アストロンの独自
機能である「スーパースマートセン
サー」、地球上のどこにいても簡単なボ
タン操作で素早く現地時刻に修正す
る「高速タイムゾーン修正機能」などの
優れた基本性能を有した、最新のGPS
ソーラームーブメントを搭載。裏ぶたに
は、限定モデルの証である「Limited 
Edition」の文字とシリアルナンバーが
記されるだけでなく、クラシカルな馬蹄
型の枠内に「Commemorating the 
50th anniversary of Quartz Astr
on, released on Dec 25, 1969」の
メッセージがマーキングされている。ま
た50周年の記念ロゴが施された、木目
の美しい艶やかな無垢材のスペシャル
ボックス付き。
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　セイコークロック㈱は、「きかんしゃ
トーマスとなかまたち」と一緒に遊びな
がら時計の読み方や生活習慣が身につ
く知育時計を11月29日より販売する。
　未就学児に持続可能な開発目標
（SDGs）を紹介するため、国連と「きか
んしゃトーマス」が手を組んでいる。17
ある目標のうち、「質の高い教育をみん
なに」「ジェンダー平等を実現しよう」な
ど5つがストーリーに盛り込まれ、日本
ではNHK Eテレにて毎週日曜日午後
5時30分から放送中。
　商品特長は、時・分針の読み方を分
かりやすくするために、「時針と時目盛
り／数字は青、分針と分目盛り／数字
は赤」と色分けした。中心に大きな針廻

しつまみを配し、自由に針を動かすこと
で時計の読み方を教えられるように工
夫している。
　また、文字板周囲の時目盛り数字の
上に置くマグネットプレート16枚とプ
レートに貼るシールを同梱。シールに印
刷した「5分単位の分表示」「トーマスと
なかまたち」「生活習慣」「無地」を使い
わけることで、「分の読み方」を教えた
り、「青い針がトーマスのところに来たら
お昼寝の時間だね」等々、生活習慣を
身につける練習にも使える。価格はオー
プン価格。販売目標は年間2000台。

　カシオ計算機は、耐衝撃ウオッチ
“G-SHOCK”と、㈱タカラトミーの変形
ロボットキャラクター「トランスフォー
マー」とのコラボレーションモデル第2
弾として、時計の台座に変形可能なロ
ボットのフィギュアをセットにした
『DW-5600TF19-SET』を12月7日よ
り発売する。価格は3万円＋税。

　どんなときも力
強くタフな存在
であり続け、日本
発の世界的ブラ

ンドという共通点から生まれた
“G-SHOCK”と「トランスフォーマー」
のコラボレーションモデルは、今回で2
度目。昨年発売の第一弾は、タカラト
ミー完全監修のオリジナルストーリー
にもとづき、正義の英雄「マスターオプ
ティマスプライム」が登場。第2弾では、
続編として闇に堕ちた戦士「マスターネ
メシスプライム」を具現化した。ロボット
の胸部は、時計を内蔵できる特別仕様
となっているほか、時計を飾るための
「台座モード」にも変形が可能。
　ロボットと同じ漆黒のボディに、レッ
ドをアクセントカラーとした時計は、ス
クエア型の「DW-5600」がベース。バ
ンドは、裏表で色が異なるブラックとブ
ルーグリーンの2色成形バンドを用い、
「マスターネメシスプライム」の印象的
なカラーリングを再現している。

　セイコーウオッチ㈱は、11月9日よ
り、新ストリートファッションウォッチ
“WW（ツータブ）”の発売を記念して、
世界のストリートカルチャーの中心の
一つである渋谷を舞台に、今までにな
いストリートの楽しみ方を掲示する
「HACK&PLAY」キャンペーンを開始
した。価格は2万6000円＋税～2万
8000円＋税。
　スケートボードが東京2020オリン
ピックで初めて正式種目に採用される
など、ストリートカルチャーが注目を浴
びる中で、渋谷ではスケートボード禁止
の標識が数多く掲げられたり、昨年末
には街中を滑っていたスケートボーダー
が書類送検され、波紋を呼んでいる。ま
た、今年6月にはハロウィーン・年越し時
期の路上禁酒条例が成立し、安心な街
になる一方で、渋谷の自由な楽しみ方の
制限も進んでいる。そんな変わりゆくス
トリートの姿を前にして、東京のストリー
トシーンから生まれたWWは、ブランド
キャラクターWWマンを通じて、渋谷の
街の“アソビ方“を指し示す「HACK&
PLAY」キャンペーンをスタート。その名
の通り、WWマンが渋谷をハックし、近

い未来に可能になるかもしれ
ない新しいストリートの楽しみ
方を体現していく。
　WEB上では、WWマンが渋
谷をインラインスケートで縦
横無尽に駆け巡るスペシャル
ムービーや、WWマンがサイト
上を駆け回る特設サイトを公
開。街中では、スマートフォン

のカメラをかざすと、ARコンテンツが
流れるWWマンの等身大フィギュアを
設置。併せて、ポスター、ビジョンなど
ストリートメディアのジャックも行う。

WHO IS WW MAN?
　渋谷のストリートカルチャー生まれ。
スケートボード、インラインスケート、
BMX、グラフィティ、ダンス、ヒップホップ、
ファッションモデル、スナップ…、あらゆる
“ストリート生まれ”のものを愛する。若き
同士たちに、夢を諦める必要はないこと
を伝えるために、常に社会通念や古い考
えに立ち向かう。WWMANは、WWを
身につけ、今日も渋谷のどこかにいる。
　Instagram: @ww_man_shibuya
TOKYOのストリートシーンから生ま
れたストリートウオッチ「ＷＷ＜ツーダ
ブ＞」は、2000年に誕生したシリーズ
「W I R E D」を、今一度「W I R E D 
reWrite」することを意味するWW。次
世代の時計のあり方を模索するなかで
原点に立ち返り、一つひとつのパーツ
の意味と改めて向き合い開発されたこ
とで、今までなかった直感的な操作性
を生み出した。

　㈱designshop（東京都港区、森博
代表）は、世界的なデザイナー五十嵐
威暢氏が札幌駅にデザインした時計2
種の製品化をプロデュース。駅構内の

時計は置き時計『ek i clock s』
（1万円＋税）として、南口外壁の
「 星 の 大 時 計 」は 腕 時 計
『sapporo star watch 札幌駅 星
の大時計』（3万円＋税～）として、
今秋、世界に向け販売を開始す
る。また同じく五十嵐氏による地球
をイメージした『earth clock less』
も同時発売される。

　札幌駅の東西両コンコースに設置
されている時計は、両面表示（片面／
ホワイト、片面／ブラック）で、下から見
やすいように、半分から下の数字を全
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WW MANが縦横無尽に渋谷を駆け巡る

G-SHOCKとトランスフォーマーの
コラボレーション第2弾モデルが登場

新ストリートファッションウォッチ

同じ創業者、山崎亀吉により実現

シチズン最高峰「The CITIZEN」
12月7日に数量限定で発売

12月7日に発売
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セイコークロックが発売

て上向きにデザイン、2006年にはグッ
ドデザイン賞を受賞している。
　札幌駅南口外壁の「星の大時計」は
直径7.2メートル。駅の時計としては世

界最大。満天の星空のような大時計
は、北海道と星の図形との歴史的な深
い関係を念頭にデザイン。北の玄関の
シンボルとして親しまれている。
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