を代表するグランドセイコーの誕生60
周年を記念し、独創の駆動機構である
「スプリングドライブ」の新開発ムーブ
メントを搭 載した数 量 限 定のコレク
ション
（全2機種）
を、

グランドセイコー誕生60周年記念
新たな歴史を担う次世代ムーブメント
「スプリングドライブ5Days」
デビュー

れたスペースの中で、求められる持続
時間や高トルクを発揮するために、特
徴的なサイズの異なる大小2つの香箱
「デュアルサイズバレル」を展開、香箱
に納められている動力ぜんまいや、2つ
の香箱の輪列についても新たに開発を

8月1日より、国内、海

たした「 スプリングドライブ

行い、最適なトルクが得られるよう設計

外 で 順 次 発 売 する

5Days」。

されている。

これまで以 上に薄く、強 固

これまで優れた水晶振動子を選別

国 内 限 定 モデル ）。

でありながら、長 持 続・高 精

することで、
月差 15秒を標準スペック

価格は、各115万円

度・美しさを備えた次世代の

としていたスプリングドライブだが、本

（うち、1機種は日本

作「キャリバー 9RA5」は、平均月差

「スプリングドライブ」
として誕

+税。
グランドセイコー

生。快適な装着感と堅牢性を

は、1 9 6 0 年に当 時

両立した、新設計のムーブメン

10秒の時間精度を実現。高精度化を
メントの中心近くに位置していたこの

図るために、温度センサーを内蔵する

機構を、中心位置からオフセットするこ

新規開発のICに加えて、一定の電圧を

これまで以上の装着感を実

とで、薄型化を実現。
また、部品加工精

かけて人為的に経年変化を与える 3カ

最 高 峰 の 腕 時 計を

現 するため 、
「 キャリバ ー

度の向上により、巻き上げ効率を落と

月間の「エージング工程」
を経て、性能

目指し、正確さ、美し

9RA5」
では、
ムーブメントその

すことのない、新構造を採用している。

が安定した水晶振動子のみを選別。
さ

さ、見やすさといった

ものの薄型化に加え、
りゅうず

薄型化を図る一方で、堅牢性を確保

トになっている。

の技術、技能の粋を
結 集し誕 生 。以 来 、

可憐なカスミ草のブーケをイメージ

セイコーウオッチ㈱は、国産腕時計

キュートな有村架純コラボ限定モデル

（昭和25年2月28日第3種郵便物認可）
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同モデルは、
トレンドの
カスミ草をモチーフにした
キュートな 限 定 モデル。
「清らかな心」や「感謝」
と
いう花 言 葉を持つカスミ
草をブーケに仕 立てて白
蝶貝文字板の2カ所に白と
透明の奥行きのある2層で
プリントし、
ピンク色の蝶々
のモチーフが外周にあしら
女の子がときめくデ

われている。2時と8時位置には白いオ

ザインに、定期的な電

パールカラーの、7時位置には透明な

池 交 換 の 要 らな い

スワロフスキー®・クリスタルを配置し

ソーラーテックを兼ね

て、可憐で華やかな雰囲気を演出。

備えるレディスウオッ

「wicca Kasumi Arimura」を刻

チブ ランド『 w i c c a

印した裏ぶたと、有村架純さんのサイ

（ウィッカ）』から、イ

ンをプリントした限定BOX付きで、入

メージキャラクター・

学・就職の贈り物にもおすすめ。
また、

らに、そのICと水晶振動子を1つの真

有村架純さんとのコラ

定 期 的 な 電 池 交 換 がいらないソー

腕時計の本質を高い次元で追求・実

位置を

するため、歯車の輪列をムーブメントの

空パッケージに封入する
「パッケージ

ボレーションモデルの

ラーテックを搭載し、5気圧防水、視認

現するための弛まぬ進歩を重ねること

可能な

中心近くに展開し、その上から一枚の

IC」
と呼ばれる新構造を採用した。
これ

限定数量2300本が、4月9日に発売さ

性の良いデザインで可愛らしさと機能

で、
ブランドの伝統を築き上げ、今年、 限 り 裏

板で多くの軸を支える
「ワンピースセン

により、ICに搭載した温度センサーと

れる。価格は2万5000円＋税。

性を兼ね備えている。

ぶた側

ターブリッジ」などにより、
ダイバーズウ

水晶振動子との距離を極限まで近づ

に寄 せ

オッチ規格に耐える、耐衝撃性を獲得

け、温度差を軽減することで温度補正

たな1秒を刻みはじめるように、
グラン

る こ と

した。

精度を向上させることができる。
さらに

ドセイコーもまた、誕生60周年を節目

で、低重

ブランド誕生60周年を迎える。
時計の秒針が60秒で1周を終え、新

従来のスタンダードなスプリングドラ

ガラスの靴がモチーフの限定モデル発売

イブは、最大巻上時約72時間（3日間） 湿度変化に対しても安定した精度を実

に、
ブランドの新たな歴史を作るべく、 心 化 し
た。

自らを革新する。

真空パッケージ内に封入することで、

「シンデレラ」上映70周年記念に

時 、8 時 、9 時
位 置にスワロ

wicca

フスキー®・ク
リスタル を 対

の駆動時間だが、
「キャリバー 9RA5」 現している。また、パッケージによる

レディスウオッチ

称に配置。
「 信じて

大きな鍵を握ったのは、自動巻き上

では、2つの香 箱を採用することによ

シールド効果で、静電気などのノイズ

ブランド「 w i c c a

いれば夢は 叶うも

に誕生したグランドセイコーの心臓の1

げ機構である
「マジックレバー」。従来

り、最大巻上時約120時間（5日間）持

や光の影響に対して強くなるなど、信

（ウィッカ）」から、

の」
というメッセー

つ「9Rスプリングドライブ」が進化を果

は、巻き上げ効率を高めるため、
ムーブ

続の大幅な長持続化を達成した。限ら

頼性の向上にも貢献している。

ディズニーアニメー

ジを込めた。
またシ

ション
『シンデレラ』

ンデレラ城の時 計

時の記念日制定100周年限定モデルも
セイコーアストロン

い大型のプッシュボタンや

た、
プッシュボタンは専用の溝入り形状

上映70周年を記念

塔のイメージを落

りゅうず形状などと組み合

でグリップ感を更に高めた。

する 数 量 限 定

とし込んだクラシカ

時の記念日制定100周年を
祝う限定モデル

2000本を、4月9日

ルなインデックスと

に発売する。価格は

針で甘すぎない大

3万円＋税。

人の雰囲気に仕上

今年で制定100周年を迎える
「時の記

なる「ガラスの靴 」のモチーフを特 長

刻印した『シンデレラ』上映70周年の

に、シンデレラのドレスをイメージした

かぼちゃの馬車をかたどったスペシャ

ブルーグラデーションが美しい白蝶貝

ルロゴと、
ダンスシーンをクラシカルに

セイコー アストロン初となるグリー

の文字板に魔法を想起させるパターン

描いたブックタイプの限定ボックスがギ

ンセラミックスをベゼルに採 用し、グ

をプリントし、7時位置に魔法が解けた

フトにもピッタリ。定期的な電池交換が

リーンダイヤルと響きあう特別なデザイ

あともただひとつだけ残ったガラスの

いらないソーラーテックを搭載し、5気

ンとなっている。
また、強化されたタフ

靴を配置。
また、ガラスの靴を中心にし

圧防水、視認性の良いデザインでかわ

な外装により、使用シーンが更に広が

て魔法が広がっていくように、5時、6

いさと機能性を兼ね備えている。

わさり、
タフなシーンでの使

世界初GPSソーラーウオッチ

のベゼルなど、
クオー

用でも信頼性を発揮する。

セイコー アストロンより、アク

ツ アストロンのデザイ

大きなボリュームをもつか

ティブシーンでも安心して使え

ンコードを受け継ぎ

ん 足 上 面を筋目仕 上げと

るスポーティーなチタンモデル

ながら、現 代 的な解

し、随 所に施された鏡 面と

（ 数 量 限 定モデルを含む）全 4

釈を加えたメリハリの

のコントラストが美しく新し

機種が、国内・海外で順次発売

ある立 体 形 状と歪み

いスポーツデザインを実現

される。
うち3機種は、7月10日

のない美しい鏡面仕

した。

より発売（価格は26万円＋税と

上 げ ケ ース が 特 徴

28万円＋税）。数量限定モデル

また、
ダイヤルには夜間視
認性の高いルミブライトを全てのイン

だった。
今回発売するチタンケースの新モデ

デックスに充填し、時計本来の役割で

（価格は28万円＋税、販売数量

ルは、そのフォルムを踏襲し、
クオーツ

ある時刻表示を明確にするシンプルな

は世界限定2000本）
となる。

アストロンから続く血統を感じさせる造

ダイヤルデザインとあいまって、環境に

昨年、世界初のクオーツ腕時

形でありながら、さらにアクティブな

左右されない視認性を確保している。

計クオーツ アストロン誕生50

シーンでもストレスなく使用できるよう

周 年 に発 売したステンレスス

に進化した。

では、
ケースだけではなく、
ダイヤルもブ

ラックに統一し、新しい質感のアスファ

カーブを描くケースシルエット、 タンケースは20気圧防水性能を有す

ルトパターンを採用、ユニークかつス

る構造で、素手でなくても操作しやす

ポーティーな雰囲気を演出している。
ま

大きく張り出したかん先、細身

母の日の贈り物に

ピンクローズの限定モデル

ルケースシリーズ「スモールクラソ

小時計にはアラビア文字をレイアウト

オールブラックモデル（SBXC069） し、時の記念日を祝うモデルにふさわし

セイコー アストロン初となるオールチ

チ ール モデルは 、おおらか な

ることをアースカラーで表現している。

る。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
ンバーが記されている。
ンルを推奨し、2019年10月にデビュー

クローズをモチーフにしたこと。

した
『スピニカー』は、セレクトショップ

淡いピンクのグラデーションカ

や時計専門店、百貨店、ECを中心に

セイコーセレクション ラーが施された白蝶貝ダイヤル

コ」が5月に発売される。

い視認性を高めたデザインとなってい

葉を多く持つ5月の誕生花ピン

100本限定
スモールケースシリーズ

1 機 種は6月6日より先 行 発 売

念日」を祝した限定モデルが登場した

げている。裏ぶたに

物語のポイントと

展開店舗を拡大し、
「アラウンド3万円

大 量 生 産でコストダウン

シャウボーグウォッチ

アクティブに対応のスポーティなチタンモデル

そのはじまりを告げるのは、2004年

ダイアルはエナメルラッカーで

コーティングされており、デートディ
スクを含むレッド&ホワイトのカラー

コンビネーションは日本国旗からイ
ンスピレーションを受けている。
ケースはユニセックス用の直 径

36mmで、
ドーム型サファイアクリス

タルが風防に使用され、ケースバッ

クは6個のネジ留になっている。
ムーブメントはスイス製自動 巻

セイコーセ

に、
ほんのり浮かび上がる一輪

の機械式時計」
「ヴィンテージデザイ

を図る商業主義的な生産と

レクションか

のピンクローズが、女性らしい

ン」
「ダイバーズ」
「 高スペックの実用派

は一線を画し、熟練職人の

ら、母の日ギフ

柔らかな雰囲気を感じさせてく

時計」
といった腕時計トレンドを総取り

丹念な手作業により一本一本情熱を

21Aを使用、
レッドラインの入った本

トはもちろん、

れる。定期的な電池交換の必

したポテンシャルと、記録的ヒットの数

込めて仕上げられるドイツ・リンテルン

革製ボックスが付いている。予価15万

新生活へ向け

要 がないソーラー 充 電 機 能

字をもとに話 題に

という小さな町で誕生した
「シャウボー

8000円＋税。取扱い＝ユーロパッショ

なっている。

グウォッチ」から、100本限定のスモー

ン㈱

伊「スピニカー」SPINDLEで販売

でブラックローターを採用したSW-

た祝いや、
バー

や、突然の雨にも安心な10気

スデーギフトに

圧防水、
自身でバンドの長さを

も最 適なピン

調整できる、
らくらくアジャスト

イタリア発の腕時計ブランド
『スピニ

丸ビル5F、SPINDLE入口のメイン什

パリのギャラリー・ラフィエットで販売

クローズをデ

など機能面も充実している。
さ

カー』の日本総代理店を務める㈱ウエ

器。店頭では
『スピニカー』の一般発売

を開始し、多くの名声を集めた。さら

ザインモチーフにした数量限定モデル

らに、華やかにピンクローズがデザイン

ニ貿易は、SPINDLE新丸ビル店での

している全ての日本展開モデルを取り

に、2019年に広まったヴィンテージデ

カシオ計算機は、2月5日に新型コロ

「Pink Rose Limited Edition」
が数量

されたオリジナルBOXと時計クロスが

取扱いを開始するに伴い、4月発売の

揃え、
さらに取扱い開始を記念して4月

ザインブーム、
ダイバーズデザインブー

ナウイルス感染症の義援金100万元

限定2000本で、4月17日より発売され

セットされ、限定品としての特別感を演

TiCTACリミテッドエディションの先行

発売のTiCTACリミテッドエディション

ムを背景にその名は一段と広がり、現

（約1500万円）
を、同社の中国現地法

る。
価格は2万8000円+税。

出。母の日だけでなく、家族や恋人、友

予約受注フェアを実施すると3月9日に

の先行予約受注フェアを実施する。

在ではイタリア、
イギリス、
フランス、
アメ

人（カシオ中国）
を通じ、中国赤十字基

人など、大切な人への贈り物や自分へ

発表した。

リカ、香港で展開。年間4万本以上を

金会（中国名：中国紅十字会）へ寄付

販売する人気ブランドに成長している。

することを決定した。

特徴は、
「 上品」
「しとやか」
「 温かい
心」
「 幸福」
「 感謝」など、前向きな花言

の褒美にもおすすめ。

各種セミナースケジュール

３月

４月

５月

ベーシックコース （東京）

１２〜１３

２〜３

７〜８

ダイヤモンドコース（東京）

１７〜１８

９〜１０

１４〜１５
２０〜２１

２３〜２４

ベーシックコース (大阪)
ダイヤモンドコース（大阪）

パールコース（東京）
宝石鑑別コース（東京）
博多 ダイヤモンドコース

２６〜２７
３０

２７

２０
２１〜２２

TiCTAC限定の先行予約受注フェア

「カジュアル シティダイバー」のジャ

売場の目印は新

スピニカーは、2016年にヴィンテー
ジコレクションを発表し、2018年には

義援金として1500万円を寄付

カシオ中国を通じ

