
　国産腕時計を代表するグランドセイ
コーから、8日巻のスプリングドライブ
ムーブメントを搭載した世界限定10本
のジュエリーウオッチが、6月19日より
国内、海外で順次発売される。価格は
2000万円+税。
　その特徴は、諏訪地方などで冬の朝
に見られる、ダイヤモンドダストとも呼
ばれる神秘の自然現象「細氷」をイ
メージした、グランドセイコーならでは
の気品あるジュエリーウオッチ。
　シルバーグレーカラーのダイヤル中
心部は、無数の粒子状のきらめきがダ
イヤルの奥から放たれるような独創的
な仕上げで、「細氷」の鋭いランダムな
光り方を演出。ボックスサファイアガラス
は多くの光を取り込んでダイヤルを輝

かせ、細氷の世界観を際立た
せている。
　分目盛りとしてダイヤルを
囲む48個の細長いテーパー
バゲットダイヤモンドと、12個
のバゲットブルーサファイア
は、18Kホワイトゴールド製
のダイヤルベース上に円周状
に隙間なく水平になるよう
レール留めされている。
　ダイヤモンドとサファイアそれぞれの
高さや向きを均一にセットするには、高
度な技術が要求されるが、熟練した職
人の技巧によって入念にセッティングさ
れることで、端正な輝きを実現している。
　また、分目盛りの外周部にも、合計 
60個のダイヤモンドとブルーサファイア

を、りゅうずにはブ
リリアントカットの
ブルーサファイア
が配され、一層の
輝きを放っている。
　12時位置のサ
ファイアは、他より
もわずかに幅が広
いものを採用し、
12時－6時の縦の
ラインを強調する

ことで、時刻の読み
取りやすさを高めて
いる。
　ケースには、独自
の組成で作り上げた
プラチナ950を採用
し、数トンの圧力をかける冷間鍛造で
密度を高めながら形作ったうえに、独

自のアイデアと匠の技による特別なザ
ラツ研磨を施している。これにより、プラ
チナ素材では実現が難しい平滑面と
シャープな稜線を実現している。
　搭載されているキャリバー9R01は、
高級時計の専門工房「マイクロアー
ティスト工房」（長野県塩尻市：セイ
コーエプソン㈱ 塩尻事業所内）が手
がけるスプリングドライブムーブメント。
三つの香箱を直列に配置することによ
り最大約8日間（約192時間）の連続

駆動を可能にしながら、
ムーブメント内の限られたス
ペースを有効に生かしてい
る。また、受け板の形状は富
士山、ローターは太陽、ル
ビーは諏訪の街の灯り、そし
てパワーリザーブ表示は諏
訪湖がイメージされており、
裏ぶたを通して、スプリング

ドライブの誕生の地から霊峰富士を望
んでいるかのような情景を楽しめる。

　日本の美意識を体現するウオッ
チ、セイコー プレザージュから、スタ
ジオジブリ作品「紅の豚」にインスピ
レーションを受けた限定モデル2機
種が6月19日より国内、海外で順次
発売される。価格は57万円＋税と40
万円＋税、限定数量はそれぞれ500
本と600本となっている。
　同モデルは、プレザージュとスタジ
オジブリが大切にしている、日本の真
摯なモノ作りという考え方に基づい
たコラボレーションモデル。これまで
プレザージュが採用してきた琺瑯と
いう伝統技術を活用し、現代的な日
本の芸術を表現するため、日本を代
表するスタジオジブリの長編アニ
メーション作品「紅の豚」にインスピ
レーションを受けて誕生した。
　「紅の豚」の舞台であるアドリア海の
美しい風景とポルコの飛行艇サボイア

S-21の描写から着想
を得た同モデルは、その細部をデザイ
ンに反映している。ダイヤルは飛行艇の

コックピッ
ト表 示 パ
ネルからイ
ンスピレー
ションを得
て、視認性
の高い時
分針やア
ラビア 数

字、緻密な目盛りを採用。
また、ダイヤルは温かみの
ある美しさを生み出すため
に、琺瑯職人の横澤満氏
の監修のもと、白と黒の琺
瑯ダイヤルにて作られてい
る。
　サボイアS - 21尾翼の

「R」マークはスプリングドライブモデル
では6時位置に、メカニカルモデルでは
3時位置に、尾翼のカラーリングととも

にアレンジ。また、スプリングドライブモ
デルでは尾翼のカラーリングが白い文
字盤、赤い秒針、緑のパワーリザーブ
表示を通してさりげなく表現されてい
る。
　ムーブメントの美しさを見ることがで
きるシースルーの裏ぶたのガラス部分
にはポルコが描かれ、ガラスまわりに
は、映画からの名セリフ「飛ばねえ豚は
ただの豚だ」がイタリア語で記されてい
る。
　また、ストラップはサボイアS-21の鮮
やかな赤色と、尾翼と同じ赤、白、緑の
色のステッチが映える黒色の2本が付
属。木製のボックスは、宮崎駿監督から
のメッセージ「時間にしばられずに生き
ましょう」が表記された特別仕様。時
計、ストラップに加えポルコが刻印され
たセーム革の時計用クロスが付属し、
希少性を高めている。

　シチズン時計
㈱は、上品で凛
としたデザイン
に、使いやすい
機能を兼ね備え
たレディースウ
オッチブランド
『CITIZEN xC』
から、全ての時
間を美しく照ら
す光からインスピレーション
を得た「hikar i コレクショ
ン」より、「朝日」と「夕日」をそ
れぞれイメージした限定2モ
デルを4月23日に発売する。
また、好きな文字を36字まで
刻印できる「エングレイビング
サービス」（無料）を、発売か
ら6月28日までの期間限定
で実施する。
　「朝日」をイメージしたモデ
ル（左：ES9446-54X／10
万円＋税）は、白蝶貝文字板
の上半分をオレンジのグラ
デーションに染め、太陽をモ
チーフとしたエッチングパ
ターンと4ポイントのダイヤモ
ンドを施し、明るく爽やかな太陽のきら
めきを表現した。
　また、「夕日」をイメージしたモデル
（右：ES9444-50Y／12万円＋税）は、
白蝶貝文字板の上に薄紫のストライプ
グラデーションを施し、さらにゴールド
のラメと7ポイントのダイヤモンドをちり

ばめることで夕
日が沈むロマン
チックな様子を
表現した。
　2モデルとも、
ケースとバンド
に驚くほど軽く、
キズに強く肌に
優しいスーパー
チタニウムTMを

使用。光発電エコ・ドライブ搭
載で定期的な電池交換は不
要、また世界4エリア（日本、
中国、ヨーロッパ、北米）で電
波を受信し、正確な時刻・日
付に修正する多局受信型電
波時計。加えて、りゅうずを一
段引いて回すだけの2ステッ
プで、世界24都市の時刻に
修正できるワールドタイム機
能を搭載、サマータイムにも
対応と、充実した機能も兼ね
備えている。
　さらに、「自分だけの特別
感あるものを持ちたい」といっ
た声に応え、2019年11月発
売の限定モデルで実施し好

評を博した刻印サービス「エングレイビ
ングサービス（無料）」を、本モデルでも
期間限定で実施する。時計の裏ぶたに
数字やアルファベットなど好きな文字
を36字まで刻印することができ、名前
だけでなくメッセージを入れることも可
能。特別なギフトとしてもオススメ。

　1972年、ミュンヘン・オリンピックの
公式タイムキーパーを務めた「ユンハン
ス」は、特殊開発の計測機器を使用して
トップレベルのスポーツ競技における計
時において新時代を切り開いた。それと
同時に、スターターピストルとスターティ
ングブロックが初めて電子的に接続さ
れた革新技術を導入。ゴール地点のダ
ブルライトバリアを高精度のデジタル時
計と組み合わせて使用することによっ

て、タイムの
正確性は争
う余地のな

いものになった。
　その「ユンハンス」が、スポーツの歴史
を今に蘇らせるとともに、開催されるス
ポーツの祭典へ高まる期待を表現した、
150本の特別エディション「1972 
Chronoscope」を5月に発売する。予価
7万8000円＋税。
　時計のくっきりしたデザインは日の丸
からインスピレーションを受けたもの。
輝くホワイトのダイヤルにレッドで塗りつ
ぶされたスモールセコンドのサブダイヤ
ル。この色調がレザーストラップの特徴
的なくり抜きの穴の縁にもアクセントを
加えている。特別エディションとしてス
ポーティなレッドの交換用ストラップも
付属。

　シチズンの主要ブランドの特長を生
かしつつ、それぞれの個性を表現し毎
回注目を集めるブランド横断企画
「CITIZEN JOUNETSU COLLEC
TION」は、当初5月下旬の発売を予定

していたが、
新型コロナ
ウイルス感
染症の影響

により、発売を今秋以降に延期するこ
とを4月15日付で発表。延期後の発売
日をはじめ詳細については、決定次第
同社公式サイト内のニュースページで
知らせるとしている。

　2月のドイツ・ミュンヘンで開催され
たInhorgentaで発表されたTutima
のグランドフリーガーエアポートの新
作は、新しい素材、刺激的な色のアク
セントなど、100％パイロットウオッチの
DNAが盛り込まれ注目を浴びている。
　新色のクラシックブルーとミリタリー
グリーンの2色を発表。赤いマーキング
ポイントを備えた双方向回転可能ベゼ
ルは超硬質の傷に強いセラミック素材
となっている。
　1940年代の伝説的なTutimaパイ

ロットのクロノグラフの後継者として、
こちらの新しいモデルは無条件の信
頼性、正確性、視認性という伝説的な
美徳を体現している。ねじ込み式
リューズは防水性能を20気圧まで守
られており、裏蓋のシースルーバック
にも無反射サファイヤクリスタルガラス
を搭載。スーパールミノバ発光素材

コーティング
により、ベゼル
の12時部分、

時針、分針、インデックスが暗闇でも
時刻を教えてくれる。Tutima キャリ
バ－310のクロノグラフ機構として6時
位置に12時間積算、12時位置に30
分積算、センタ－にセコンドクロノグラ
フと9時位置にスモールセコンドが搭
載されている。ダイヤルにはデイ・デイ
トが表示され、曜日は英語・ドイツ語
の2カ国表記から選べる。クロノグラフ
付きで予価42万円＋税、3針は25万
円＋税。取扱いは、モントレックス㈱
（03-3668-8550）。

　グラフィックデザインを中心としたデ
ザインワーク全般を手がける㈱タイタ

ン・アート（大阪市西区、米原太一代
表）が運営するファッション雑貨ブラン
ド「KLON」は、事業を通じた社会課題
の解決に貢献し、社会性・公共性を勘
案して適切な寄付などの社会支援を
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諏訪地方の冬の朝をイメージ
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　カシオ計算機は、発売20周年を迎え
る“Speed and Intelligence”をコンセ
プトとした高機能メタルウオッチ
EDIFICEの新製品として、レーシング
チーム「TOM’S（トムス）」とのコラボ
レーションモデル第2弾『ECB-10TM
S』を5月29日に発売する。価格は3万
8500円（税込）。
　「TOM’S」は、1974年の創業以来、
数々の実績を成し遂げてきたモーター
スポーツ界をけん引するレーシング
チーム。昨年は、全日本スーパーフォー
ミュラ選手権で所属ドライバーのニッ
ク・キャシディがチャンピオンを獲得す
るなど、日本のトップチームとして活躍
している。カシオ計算機は、2013年より
EDIFICEを通じ同チームのオフィシャ
ルパートナーとしてサポートしてきた。
　2年ぶりのコラボレーションとなる
『ECB-10TMS』は、スケジュールタイ

マーをはじ
め とし た
レース時の
時間管理

にも役 立 つ 機 能 を備えた
「ECB-10」をベースモデルに採
用。時計全体は黒を基調としな
がら、文字板の内周部分やインダ
イヤルには「TOM’S」のロゴに用
いられている赤富士をモチーフと
した赤のグラデーションを採り入
れた。インダイヤルにはレーシン
グカーのブレーキキャリパー

（ディスクブレーキを構成する部品の
一部）をイメージし、「TOM’S」のロゴ
入りのパーツをデザインのアクセントと
している。レーシングカーと親和性の
高いカーボン素材を文字板に採用す
るなど、モータースポーツの世界観あ
ふれたフェイスデザインに仕上がって
いる。
　外装面では「TOM’S」のメカニック
からのニーズに応え、バンドの先端に
厚みをもたせることで遊環から外れに
くい形状にしたほか、風防には傷に強
いサファイアガラスを用いるなど、ハー
ドな場面でも活躍する特別仕様。さら
に、EDIFICE発売20周年を記念して、
ベゼルの目盛りの「20」を赤で強調し、
裏蓋には「20 t h A n n i v e r s a r y 
EDIFICE」と刻印するなど、アニバー
サリーイヤーにふさわしいスペシャル
モデルとなっている。

高機能メタルウオッチEDIFICEと
「TOM’S」のコラボ第2弾
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腕時計ブランド「KLON」
児童虐待を支援する団体に
収益の1％を寄付する活動開始

ユンハンス

今秋以降に発売延期を発表

行っており、今回は新たに時計の収益
の1％を、近年大きな社会問題となる
子どもの虐待防止を支援する団体へ
の寄付活動を開始した。

　「TIME（時間）」＝FUTURE（未
来）」と捉え、腕時計を販売することで、
子供たちに輝かしい未来の時間を提
供するとしている。
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