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ラボグロウンや
エシカル素材を採用した
地球のように美しい
サステナブルウオッチ

第2411号

CITIZEN L

モデルが 、環 境や人に配

また、すべての時計において定期的

に採用した。バンド部分にはパイナップ

慮したサステナブルウオッ

な電池交換の要らない光発電エコ・ド
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セイコー ブライツから発売

より登場。エシカルに関心

にエシカル（倫理論）な素材を採用す

たのをはじめ、シチズンブランドとして

のある女性たちがターゲッ

るなど、腕時計の未来をよりサステナブ

初めて、回収されたPETボトルを溶かし

し、
ゴールまで一直線に続く戦い

トとなる。発 売は9月を予

ルなものにするために、様々な取り組み

て 再 生 さ れ た ポリ エ ス テ ル 繊 維

のフィールドを表現している。
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が行われている。
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スポーツ大会におけるセイコー

新作は、
そんな
『CITIZEN L』
のサス

使用し、素材の特性を生かした質感と

の象徴である
「スポーツタイミング

CITIZEN Lは、2016年

テナブルマインドを体 現したシグネ
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クロノグ
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ケースには軽くて肌に優しく擦りキズ
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ズン時計のマーベル・スペシャルモデ
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ルに、“キャプテン・アメリカ”をモチーフ
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の本拠地で

など、
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山 縣 亮 太 氏とコラボレートしたスペ

ある
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シャル限定モデルが、7月17日より全

イコーのスポーツタイミングのイエロー
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国で発売された。価格は13万円＋税

でハイライトした。

いっぱいにあしらった

で、販売数量は限定610本。

50

山縣選手が得意とするスタートダッ

ることから、最適なクロノグラフキャリ

限定3000台で7月17
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学 館 の 学 年 誌で 連 載
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ジュアルなスタ
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ランドである、
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VOSTOK EUROPEから新作登場
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ンド
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クロノグラフのプッシュボタン、秒針、

い。時計本体を守るガラスは、衝撃に

ボレーション3モデルが、9月に発売さ
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デュラテクトにより小キズなど
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圧防水や高い視認性など本
格スポーツウオッチとしての
機能性と、
レッドのさし色を
効果的に使ったタウンユース
でも活 躍するデザイン性が
特長となる。ケースとバンド
にすりキズに強く、艶やかな
ブラックカラーが特長のデュ
ラテクトD L C で 仕 上 げ た
CB0177-58E、
ケースとバン
ドにすりキズだけでなく打ち
キズ にも強 いデュラテクト
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とデュラテクトDLCのケース
にカーフバンドを合 わせた
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時計のケースに採用された特別なス
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テンレス素材は「SUS 82 1L1」。今回

ソ連の潜水艦K-162をイメージしたモデ

強い厚さ3.5mmK1クリスタルを採用。
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ル。時計愛好家の中でトレンドとなって

暗闇でも視認性を確保するマイクロガ

モデルを発売して以来、今回で4回目と

にワイヤー放電加工（ワイヤー線に電

いるブロンズ時計の特性である
「エイジ

スライトを 装 備している。ケ ース 径

なるモンベルとのコラボレーションは、

流を流して導電性の素材を加工する技

ング」
が楽しめる。
あえて塩水につけ、黒

48mm、厚さ15.5mm、300ｍ防水。

パーフェックスマルチ3000対応のワー

えられる仕様を採用し、
日常使いとアウ

術）
を導入し、際立って精密な形づくり

ずみや緑青が出てきたら、
個性豊かにブ

▽取扱いは、㈱ANDOROS（安藤治

ルドタイムエコ・ドライブ電波時計を搭

トドアアクティビティーどちらにも対応

を実現。
これは50年間、時計づくりに向

ロンズを磨く。特に緑青に育てる感覚

哉社長）。

載。簡単な操作で世界26都市の時刻

できるモデルに仕上げている。
アラビア

に設定可能なダイレクトフライト機能に

数字とバーインデックスの形状やサイ

ら、最新作『FUTURE FUNK

より、
アウトドア環境はもちろん、
タウン

ズは、幾度も検証を重ねた時刻の読み

FF105シリーズ』が8月上旬に

ユースやグローバルなビジネスシーン

取り易いデザイン。
コラボレーション限

販売開始される。

などあらゆるフィールドで活躍するス

定の証として、文字板と裏ぶたにモン

ペックを備えている。

ベルのロゴと同ブランドのコンセプトで

創業50年を迎えた老舗腕時

ケースを削ることで、重さからの煩わし

計メーカー㈱和工（埼玉県戸

さを軽減するとともに、
スタイリッシュな

田市、佐藤勇社長）は、和服で

見た目に仕上げ、
より洗練された印象に

もカジュアルでもスーツでも似

なっている。
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合う、
メイドインジャパンの腕時

れた特別なステンレス素材には、金属ア

計「和心 畳（TATAMI）」
を、
ク

レルギーの要因に多いとされるニッケル

ラウドファン ディング サイト

含有率が通常のステンレス素材に比べ

『Makuake』
を活用し、6月2日

て低いのが大きな特徴で、肌への負担
も極限まで減らされている。

時間で目標金額の30万円を達

和心シリーズは、
日本のものづくりの

成し、7月2日には目標達成率が600％

技術と伝統を融合しているのがポイン
トで、明治25年に創業した岡山の老舗

ローラー式腕時計
﹂の新作を
﹁ FUTURE FUNK
で予約受付開始
BEAMS

職人技の日本産腕時計﹁和心TATAMI﹂

テムとし

でガシ

技術だ。薄さも6mmというギリギリまで

（購入総額180万円）
を突破した。

しての「 信 頼 性 」
と
「 機 能 性 」に加え、

オリジナルのエイジング時計を楽しむ

般的なステンレス素材

き合ってきた和工だからこそできる加工

より資金募集を開始。開始数

プロフェッショナルユースウオッチと

﹂
mont-bell

ラーリングを時 計の随 所に落とし込

クラウドファンディングで600％達成

陸上競技はタイム計測が必須であ

目ざまし時 計が 、数 量

マーベルの世界観を余すところなく
にした「ザ・ファースト・アベンジャー」 み、

キャンプ

ラフの目盛りは0秒〜9.99秒までを黄

アウトドアから街まで使うシーンを選ばない

「ザ・ファースト・アベンジャー」
と
「ト

う山縣選手の思いから、
クロノグ
グローバル志向の高いビジネスマン

第四弾﹁シチズン プロマスター ╳

ル・コミックで活躍するスーパーヒー

セイコークロック

環として実現した、マーベルの

ドラえもん 周年記念に
数量限定の目ざまし時計

マーベル・スペシャルモデル第2弾

全世界で絶大な人気を誇るマーベ
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新作は、1970年〜1980年

用 意した 。カーフバンドの
CB0177-31Eはシリコンラ
バーバンドに簡単に付け替

代のレトロカラーをコンセプト

ケースには、
キズに強く、軽く、肌にや

ある
「FUNCTION IS BEAUTY（機

にしたプラスティックモデル。カ

さしく、
サビにくいスーパーチタニウム™

能美）」の文字を刻印した。更に、特製

ラー展開は、マスタード、
ライト

を採用。
シチズン独自の表面硬化技術

BOX付きでプレゼントにも最適。

界で流行した、世界の主要都市名が

柔らかいポリウレタン製のベルトは着

プリントされたインナーリングを当時の

け心地が良く、今まで以上に、
カジュア

雰囲気そのままにあしらった。腕時計

ルに楽しめる。価格は9800円＋税。

グレー、オリーブ、ネイビーの全
4色。今なおコレクターズアイテ
ムとして多くの人々に愛される
1970〜1980年代当時の置き
車のアナログ距 離

時 計 やインテリアグッズ 、クラシック

メーターのようにロー

カー、イタリアンバイクなどの色合いを

ラーを縦に回 転させ

ヒントに色を調合している。

「和心 畳」
は、“日本の伝統と最先端

畳縁メーカー高田織物の生地を使用

技術が融合した腕時計”として、
ケース

し、国内に工房を持つバンドメーカー

ることによって時刻を表示することが、

部分には硬度が高く加工が難しい「特

の職人が、一つひとつ匠の技で仕上げ

新 鮮 で 格 好 良いと人 気を博 すロー

代に海外旅行が一般化し始めたことに

別なステンレス素材」
を使用しており、一

たバンドが採用されている。

ラー式腕時計「FUTURE FUNK」か

より、その影響を受けスイス時計産業

また、FF105シリーズには、1970年

各種セミナースケジュール
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のベゼルや文字盤に都市間の時差が

取り扱うのは、スイス製腕時計FHB

わかるよう時差表を施したデザインと

classicやZENO-WATCH BASELな

なっている。

どの国内販売を手がけ、2003年から

ケースにはプラスティック素材を採

Rosemontブランドの代理店契約を

用し、従来のステンレススティールケー

締結している㈱ピークス
（東京都渋谷

スに比べて約25％の軽量化に成功。 区、木村眞澄社長）。

