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インクルーシブデザインの考えを取り入れた
視覚障害者対応腕時計を新発売
〜タイの盲学校へ100本寄付〜

障害者対応の腕時計『シチズン・シャ

しやすくするために長 短を明 確にし

イン』
を発売。
その生産を60年にわたっ

た。合 わせて、時 針 用の凸 部を内 側

て続けてきた。
そして2020年、SDGsの
達成を含む社会課題の解決に寄与す

の人も判読しやすいよう、黒文字板に

る企業として、
あらゆる人が快適に使え

イエローのインデックスを組み合わせ

階からあらゆる使用者と一緒に商品を

るよう、健常者だけでなく視覚障害を

ている。

考えていくインクルーシブデザインの考

持つ人、弱視の人など、使用を想定さ

プレーンなデザインの上蓋（ガラス

え方を取り入れた視覚障害者対応腕

れる人が企画・開発段階から関わると

部）や直接指で触れる文字板には、指

いうインクルーシブ（包摂的）なデザイ

紋や凸部を目立たせないようにするた

万4000円（消費税非課税対象商品）。 ンアプローチを採用した新たな視覚障

めマット加工を施し、カジュアルなフォ

また同製品100本をタイの盲学校へ寄

害者対応腕時計を発売する。
実際に視覚障害を持つ人のアドバ

贈するとしている。
同社は1960年に国産で初めて視覚

イスを取り入れ、時分針の形状を判読

時計の本質を追求

を採用。さらに、日本

し、卓 越した精 度を

の伝統的な「砂子蒔

誇る高 品 質ウオッチ

き」技 法で金 箔を和

『The CITIZEN』の

紙の上に雪のように

ブランド誕生25周年

舞い散らせた特別仕

を記念した、年差 5

様 。和 紙の柔らかな

秒 の高 精 度 光 発 電

風 合いと、職 人の手

エコ・ドライブムーブ

でひとつひとつ仕 上

メントを搭載し、日本

げた砂子蒔き金箔の

の伝統工芸である土佐和紙に砂子蒔

華やかなあしらいが、ふたつとない特

き
（すなごまき）
と言われる伝統的な技

別な仕上がりとなっている。
ケースには

法で金沢金箔を施した文字板とデュラ

上品なゴールド色のスーパーチタニウ

テクトゴールドを施したスーパーチタニ

ム™を採用し、
キズがつきにくく美しい

ウム™製のケースを組み合わせた限定

輝きを保つ。

に最適なデザインに仕上げている。
バンドは自身での調節が可能なフ

同モデルは年差 5秒という高精度

モデルが3月19日に発売される。限定

のエコ・ドライブムーブメントを搭載し、

500本。価格は35万円+税。
文字板の土佐和紙は、千年の歴史
を持ち世界で最も薄い和紙と言われる

綾瀬はるかさんセレクトの限定モデル

金箔入り和紙文字板が美しい限定モデル

ントを組み合わせることでタウンユース

大人の赤が毎日を彩るセイコールキア

誕生25周年の「The CITIZEN」から

その証としてイーグルマークを文字板、
りゅうず、ケース裏ぶたのメダリオンに

いようリベットを配している。
＊インクルーシブデザインとは、経

済的・身体的など理由を問わず、あら

ゆる領域において製品・サービスの使
用を想定されていなかった人々を、企

画・開 発 の 初 期 段 階 から巻 き込 み
考えていくデザイン手法。

自然科学理論による
より正確な
エンハンスメント鑑別書

日本宝石科学協会

前年比2倍の売上を記録した
エンジェルクローバーの腕時計

着替えるスタイルにも注目集まる

年10月に與真司郎氏がイ

（3）

色のファイブ・ポイン
テッド・スターが輝く。
ダイヤルにはアニバー
サリーイヤーである
「2020」
をモチーフに
した型打ちパターン
がうっすらと施され、1
カ所だけ
「GS」
の文字
グランドセイコー

が潜む記念モデルならではの特別な意

誕 生 6 0周年を記 念

匠が採用されている。世界限定2500

した “ グランドセイ

本、
価格40万円＋税。
3月7日発売。

コーブルー”をダイヤ

スポーツコレクションクオーツモデル

ルに採用した数量限

SBGP015は、SBGP007と同じ新ク

定コレクションからク

オーツキャリバー「9F85」
を搭載。時計

オーツモデル2モデル

を止めずに時針を単独で動かすことに

が登場する。

より、
クオーツウオッチの高い精度を失

ヘリテージコレク

うことなく時差修正が可能。
ベゼルには

ションクオーツモデルSBGP007は、
時計

ダイヤルと響きあう“グランドセイコーブ

単独の時差修正機能を追加した新ク

ルー”のセラミックスを採用。20気圧防

オーツキャリバー
「9F85」
を、
標準スペッ

水や16000A/mを誇る耐磁性能により

全国で発売される。価

クである年差 10秒から年差 5秒の特

アクティブシーンでも活躍する1本とな

格は1 5 万円＋税 、限

別精度にまで高めたムーブメントを搭

る。世界限定2000本、価格40万円＋

定1000本。

載。
その証として6時位置にはゴールド

税、4月17日発売。

〒110-0005 東京都台東区上野 5-22-1 井上ビル4F
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ルキアのブランドカ
ラーであるルキアレッ
ドをテーマにダイヤル
デザインや数字のフォ
ントなど、ディティール

日本を代表するパルクールアスリートと
「ファーブル・ルーバ」がタイアップ
中世西洋貴族の憧れた世界を描く

まで綾瀬さんのセンス
ブランド誕生25周年

を生かしているのが特徴。25周年を意

を迎えた「セイコールキ

識して5時（25分）の位置には特別な

ア」から周年を記念した

赤いルビーが輝き、手元を華やかに演

第 2 弾として、イメー ジ

出。
さらにりゅうずにも一粒のルビーが

キャラクターである綾瀬

あしらわれている。1〜4時のインデック

はるかさんが、数あるデ

ス上にはダイヤモンドをアシンメトリー

ザインの中からお気に入

にセッティング。ケースの上下部分にも

りの1本を選んだ「綾瀬

10個のダイヤモンドが配され、本物な

はるかセレクト セイコー

らではの贅沢なきらめきを放っている。

ルキア25周年記念限定

ルキアレッドカラーのクロコダイルレ

モデル」が 、3月7日より

ザーストラップも付属する。

ORIENT STARのダイバーに新色追加

代まで幅広い層に人気。昨

60

宝石学学術協議会会員（AGK）

2019年グッドデザイン受賞モデル

「土佐典具帖紙（とさてんぐじょうし）」 載せている。

で世界大会が行
われ、2024年パリ
五輪種目入りを目
指す新生パルクー

ルは、今大注目を集めている。
移 動 所 作 を追 求したパル
クールの「体を動かしたくなる
衝動」は、
ファーブル・ルーバの
腕 時 計「レイダー・ディープブ
ルー」の「未知の世界に飛び込
むコンセプト」
を体現したもの。
フランス貴族に時計をおさめ
ていたことを原点にもつスイス
1737年創業のスイス時計ブラン

時 計 産 業 。そ

ド「ファーブル・ルーバ」
（日本総代

して、
フランス

理店＝スイスプライムブランズ㈱）

貴族をかつて

が 、パ ル ク ー ル ア ス リ ー ト の

守っていた軍

YUUTAROU氏と、MASAHITO

隊 、彼 らのト

氏の2人（monsterpk crew）
とタイ

レーニングか

アップ。
この2人がファーブル・ルー

ら生まれたス

バの腕時計「レイダー・ディープブ

ポ ーツ。中 世

メージキャラクターに就任

「ORIENT

系F6ならではの安定した高精度と信

ルー」
（300ｍ防水、
自動巻き、26万

西洋貴族とい

して以来、女性顧客が増増

STAR」
（ エプ

頼性を実現している。耐衝撃構造を備

円＋税）
を着用する。

う同じ原 点を

加。近年「バレンタインに腕

ソン 販 売 ）の

えた新設計のケース、高輝度蓄光塗料

monsterpk crewは、日本パル

持つ今回のコ

時計を贈る」
という新たな

スポーツコレ

のルミナスライトを箱型構造に流し込

クール界の第一線で大活躍中。パ

ラボレーショ

文 化 が 浸 透していく中 、

クションから、 んで暗い水中での視認性を高めたイン

ルクールの文化を築き、
日本から世界

ンにより、現代に中世西洋貴族の憧れ
た世界の続きを描いていく。

THE CLOCK HOUSE-

海の色を連 想させる美しいカラーで

デックスや針、エクステンション構造を

へ発信するチーム。
その活動はスポー

around亀戸店でバレンタ

彩った新鮮な『ダイバー』1型3モデル

取り入れたメタルバンドは、
プロフェッ

ツ・映像・教育・ファッションと多様に

インフェアを開催した。

と、オーソドックスなカラーにシリコン

ショナルユースはもちろん、
タウンユー

広がる。

替えバンド付き2モデルが3月5日に発

スにおいても十分な実用性が備わって

売される。

いる。

エンジェルクローバーの開発及び発

昨 年 の 9月から

にはバンドが意図せず抜けることがな

に、分針用を外側に配置。また、弱視 （Include）、一緒にデザインや機能を

シチズン時計㈱は、企画・開発の段

時計を3月19日に発売する。価格は1

リーアジャスト構造を採用し、中留め部

2020年（令和2年）2月15日

周年の特別なグランドセイコーブルーに

1960年より60年生産続けるシチズンから

新キャリバーを搭載した
手頃なクオーツモデルが登場

第2401号

1 1 月 に か け て 、 売元は輸入時計を多数扱う㈱ウエニ貿

グラデーションや多色の組み合わ

新たなカラーバリエーションは、
グラ

フランス軍事訓練のトレーニングカ

monsterpkのリーダーYUUTAROU氏は、10代で本場フランスにてパ
ルクールの創始者の元で修行を積み、

ルチャーがスポーツとして昇華した競

パルクールの精神と文化を日本に広め

技・パルクールは、壁を蹴り、障害物を

た第一人者。競技者でありながら写真

2019年秋冬モデル

易（東京都台東区、宮上光弘社長）。

が、前年比2倍の売

2009年の誕生以来、
ワイルドで立体感

せ、
メタルバンドにシリコンバンド付属

デーションを生かしたディープブルー、

かわし、
まるで現代の忍者のように建

／映像家としても活動中だ。最近では

り上げを記 録した

のあるデザインを特徴とし、
「ロエン」
「ネ

など、一段と進化したモデルはオンにも

そしてグリーンダイヤルは海の深さや

物と建物の間を華麗に飛び越える。

GoProアスリートとしても活動し、
アス

「エンジェルクロー

スタブランド 」
「 バ ンソン 」
「 スラッ

オフにも活躍。また、新しく加わった3

神秘性を、
マットな質感のグレーダイヤ

バー」。特に目立っ

シャー」
など、数多くのファッションブラ

モデルもグッドデザイン賞を受賞して

ル は 砂 浜 や 海 の 生 命 力を 表 現し、

ており、移動術、
トレーニングメソッド、 を撮影、映像編集を行い、パルクール

ているのが、世界を股にかけるアクティ

ンドとコラボレーションを重ね、成長し

いる。

ディープブルー レッド、
ブルー オレン

パフォーマンス、
アート、
ライフスタイル

の普及に貢献する。
「 パルクールの人

ブな男性の為に開発された
「モンドソー

てきた。2015年には、腕時計には珍し

2019年からオリエントスターで新た

ジという2色づかいの逆回転防止構造

や哲学など パルクールの捉え方は多

である自分が、極限状態で実用性のあ

ラー」。光を当てるだけで充電が可能

い
「赤」
をテーマとした
「レッドコレクショ

にスタートしたスポーツコレクションを

のベゼルも機能性のみならず、本格ダ

岐に渡っている。

るこの時計と挑戦していけることを嬉し

世界中で様々なスタイルで実践され

リート視点からのパルクール世界大会

で、
フル充電で約4ヶ月間も駆動し続け

ンズ」が大ヒット。問い合わせと注文が

代表する
『ダイバー』は、200m空気潜

イバーズウオッチにファッショナブルな

るため、
「毎日のスタイリングに合わせて

殺到し、再入荷と品切れを繰り返し、注

水用防水対応の本格的ダイバーズウ

感覚を加えている。

時計を着替える」
ライフスタイルに適応。 目を集めた。1万円〜3万円代には見え

オッチ。駆動可能時間が瞬時に読み取

さらに、
メインのメタルバンドに付け

定期的に使用すれば電池切れの心配

ない精 密な立 体 的 構 造と、コストパ

れるパワーリザーブインジケーターを

替え用のシリコンバンドがセットになっ

も軽減され、時刻合わせをする機会も

フォーマンスの良さに定評がある。
また

装備したオリエントスター特有のムー

ているのも新作『ダイバー』の特徴。強

少なくて済み、街歩きやサーフィン、
リ

同社は、海外ブランド品の輸入卸にお

ブメントは、
ダイバーズウオッチの基準

化シリコンを採用したバンドは、伸縮

月額制でブランド腕時計をレンタル

えを可能にした。
これにより、
より沢山の

ゾート、海外旅行でも活躍する“アクティ

いて業界ナンバーワンのシェアを誇る。

に合わせて改良された自社 製キャリ

性に富み、凹凸の少ないスムーズな形

出来るサービス
「KARITOKE（カリト

ブランド腕時計を楽しめる。
なお、2月ま

輸入卸として培ってきた実績とノウハ

バーF6N47。巻き上げ効率の優れる

状で、
ウェットスーツに装着しやすく、
タ

ケ）」
を運営するななし㈱は、1月30日に

でのキャンペーンとして、LINEアカウン

ウを礎に、
日本正規代理店・オリジナル

自動巻きムーブメントは、約50時間に

ウンユースにおいても快適な着け心地

「借り換え放題」機能の追加を含む大

ト連携で、
月額料金20％OFFで利用で

ブランドの事業を拡大している。

向上したパワーリザーブが備わり、46

をもたらす。

ブウォッチ”として浸透している。
ブランドコンセプト「 S E N C E O F
FUN-遊び心-」
を提唱し、20代から60

各種セミナースケジュール
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競技面としては、国際体操連盟主導

腕時計レンタル「KARITOKE」が
大型アップデートで借り換え放題に

型アップデートを実施。
これまで商品の

く思う」
とコメントしている。
借り換えは1カ月に1回までだったのを、
交換料金1000円＋税の支払で、交換
可能回数がない場合にも商品の借り換

きるポイントをプレゼントしている。

