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独自の個性や世界観を主張した国産腕時計3社

的な技法で金沢金箔を施した
文 字 板とスーパ ーチタニウム

JWC

エプソン販売、シチズン時計、セイッコーウオッチの国産時計3社による

年までの同じ会場による提案会スタイルを、各社それぞれが適した場所で

「JAPAN WATCH COLLECTION」が、2月4日・5日に都内で開かれた。

の発表に変更。各会場への移動時間を要したものの特に大きな混乱は見

TMのケースを組み合わせた数
量 限 定モデルが3月1 9日に発
売される。価格は35万円＋税。
限定500本。
職人の手でひとつひとつ仕上

られず、
より明確な打ち出しに商談も弾んだ模様だ。

今年は各社がブランドの世界観などを重視した見せ方に拘った為、昨

より 高い価値を有するセイコーの
グローバルブランド戦略を提案
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げた砂子蒔き金箔の華やかな
あしらいは、
ふたつとない特別な
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ジュ」
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「ルキナ」
に

ンドとし

入される予定。国内だけに留まらず海

周年というダブルアニバーサリーをは

ての 戦

外での人気も高まってきている。特に

じめ、各ブランドから数々の限定モデ

略を理

米国での人気が急上昇しており、高級

ルが登場するほか、世界を魅了する力

解しても

ブランドにおける60万円〜70万円台

強いマーケティングプランなどが展開

品川インターシティ

らうため

の販売価格帯で7位から5位にランク

された。

ホールにて、大坂な

の提 案

アップし、注目度とともに高い評価を得

「アストロン」からは、5月上旬から9

ている。
また2月のシドニーに続き、4月

月上旬にかけ数々の限定モデルが登

2020年ブランド横断企画をはじめ、

「プロマスター」からは、世界初の光

会を実施した。

た
「プロスペックス」
「プレザー
おいては、
プロスペックスのダ
イバー55周年とルキナの25

仕上がり。

ブランド横断企画をはじめ
多彩な限定商品からIotに即した
新サービスを投入
シチズン時計は、

おみ選手を起用した

CITIZEN

オッチは、パレス

ブランド60周年を迎える
「グランドセ

に欧 州 初となるグランドセイコーブ

場する予定で、更なる市場活性化を可

25周年を迎える
「ザ・シチズン」、
ブラッ

発電エコ・ドライブGPS衛星電波時計

ホテル 東 京 に

イコー」は、今までにないスケール感で

ティックがパリのヴァンドーム広場に

能にする商品となっている。

クチタンで好評の「アテッサ」、
レディス

の新ムーブメントCal.F158を搭載した

て、
日本という国

ブランドのビックバンを起こすことを掲

オープンすることから更なる期待が高

「ルキナ」は、2月8日から人 気のレ

ブランドNo.1の「クロスシー」ほかIot

ダイバーズウオッチ2モデルが、5月に

が世界中から注

げ、様々な商品が紹介された。既に発

まっている。更に同社は60という数字

ディダイヤシリーズより新形状のブレス

時代に即した新商品や新サービスな

発売される。価格は14万円〜15万円

目さ れ るこの

表されているブランドを象徴する特別

を時計に例えるなら1分を刻み新たな

レットを用いた10万円＋税の2モデル

ど、多種多様な提案を行った。

＋税。
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なカラー“グランドセイコーブルー”のダ

サイクルへ移ると捉え、重要な年として

を投入。続いて3月7日より、
「 綾瀬はる

横断企画は、個性あふれる全7ブラン

同モデルは、世界初のISO規格200

意識した、
より高

イヤルが採用された数量限定のコレク

いることからもより力が入っていること

かセレクト セイコールキア25周年記念

ドから9つの限定モデル。世界中が注目

ｍに対応した光発電GPS衛星電波時

い価値を有する

ションが2月〜4月にかけて発売される

が伺えた。

限定モデル」
（ 15万円＋税、1000本）

する東京を背景として、
「情熱の赤」
を採

計の本格派ダイバーズウオッチ。

グローバルブラ

のをはじめ、数々の新商品が今後も投

を発売する。

用。一人ひとりの情熱を開花、前進させ

「プロマスター」からは、航空自衛隊

るきっかけをもたらす「JOUNETSU

のアクロバット飛行チーム
「ブルーイン
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となっている。全ての

パルス」限定モデル2モデルが登場。同

合成ダイヤモンドに関するガイドライン

山会 長は、J JAとし

グローバルブランドと位置づけられ
イヤモンドの呼称、表記」について、①

誤認防止への強化

ては、“合成ダイヤモ

日本語での呼称・表記は「合成ダイヤ

モデルにシチズンの基幹技術「光発電

社がブルーインパルスモデルを1999

ンドが 宝 石 ではな

モンド」
とする。②英語での呼称・表記

エコ・ドライブ」
を搭載する。発売は5月

年に初めて発売してから今回で4回目。

JJAが発表

下旬に予定。

ブルーインパルス創 設 6 0周年となる

範 疇 外としな がら

お、合成石とは同種の天然石とほとん

も、
「 消費者が安心して（ジュエリーや

どあるいは全く同一の化学特性、物理

一般社団法人日本ジュエリー協会

とする。な
い”という観点から、 は「synthetic diamond」
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「ザ・シチズン」からは、
ブランド25周

2020年は、光発電エコ・ドライブGPS

年を記念して、年差 5秒の高精度光

衛星電波時計CC7015-63E（25万円

（小山藤太会長）
は、1月15日の新年賀

宝石を）購入できるように、合成ダイヤ

特性、内部構造を有する、一部あるい

発電エコ・ドライブムーブメントを搭載

＋ 税 ）と、エコ・ドライブ 電 波 時 計

詞交歓の前に、
「 合成ダイヤモンドの呼

モンド業界側に対しても、合成ダイヤモ

は全体を人工的に生産した物質をいう

し、
日本の伝統工芸である土佐和紙に

CB5001-65A（6万5000円＋税）の2

称、表記及び刻印に関するガイドライ

ンドに関するガイドラインを備え、合成

と解説している。

砂子蒔き
（すなごまき）
と言われる伝統

モデルが7月に発売される。

ン」
について記者会見を開いた。

ダイヤモンド製品を取り扱うことで、誤

を刻印する。表記可能なサイズの目安

定可能とするための「シリアルNo.」を

は、0.18ctとする。②ガードル表面や

刻印することを推奨する。

ガイドラインを掲げた理由として小

認した買い物がないようにする」
ための

2.「合成ダイヤモンドの製品への刻

印」
について、①製品への刻印は、
「 SD

ガイドラインと

またはLGD」
あるいは「合成ダイヤモン

説明した。

ドであることが十分に認知されている

diamondの略称。
3.「合成ダイヤモンドのルースへの

刻印」について、①表記可能なサイズ
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ブランド名やシンボル」を刻印する。な
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ガイドラインは
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可能な部位」に

以下の通り。

略称。
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