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　シチズン時計は、新しく自社開発し
た機械式ムーブメントCaliber 0200を
搭載したメカニカルモデル3モデル（特
定店取扱いモデル、価格60万5000円
～82万5000円〈税込〉）を、「The 
CITIZEN」より8月に発売する。
　2010年以来となる新型機械式ムー
ブメントCal.0200は、高精度機械式時
計で用いられるフリースプラング方式
を採用することで時間精度の長期持続
性を追求するとともに、傘下のManu-
facture La Joux-Perret S.A.（スイス
ラ・ショー＝ド＝フォン、以下ラ・ジュー・
ペレ社）のアセットやノウハウを活かした
審美性を高めたムーブメント。
　2012年、シチズンは機械式時計開
発力のさらなる向上を目指し、ラ・
ジュー・ペレ社をシチズンウオッチグ
ループに迎えた。Cal.0200はこれまで

の技術交流を通じた協業によって実現
したムーブメントであり、シチズンによる
自社設計・自社組立でありながら、ラ・
ジュー・ペレ社が保有する高度で幅広
い装飾技術を最大限活用、日本・スイ
ス両国の時計製造文化を背景に持つ
機械式ムーブメントとなる。
　1918年に創業したシチズンの前身
である尚工舎時計研究所は、当時の舶
来高級品と同等の品質を目標とし、6
年の歳月をかけて実用性と美しさとを
高い水準で両立させCITIZEN 第一
号機となる16型懐中時計を作り上げ
た。
　Cal.0200もまた高精度と審美性を
兼ね備えたムーブメント。先進的な時
計製造技術で、クロノメーター（てんぷ
式腕クロノメーター）規格（ISO3159）
を超える時間精度である平均日差－3

～＋5秒を実現。てんぷには、経時変化
や衝撃に強く、高い時間精度とその長
期持続性に適したフリースプラング方
式を採用した。また、歯車の連なりが美
しくみえるレイアウトや、部品の仕上げ
にこだわり、ムーブメント全体の審美性
を高めている。
　高い時間精度とその長期にわたる持
続性のためにフリースプラングてんぷ
を採用したが、その製造には極めて高
い部品加工精度が求められる。シチズ
ンは新規にてんぷの製造工程を開発
し、部品として必要な加工精度と審美
性を両立。さらに、脱進機にはLIGA工
法を用いて部品精度を高めるなど、こ
れまで光発電エコ・ドライブムーブメン
トの部品製造で培った技術も採用して
いる。
　さらに、バンド取り付け前の完成時
計状態で全数17日間に及ぶ厳しい自
社検査を行う。6方向の姿勢、3段階の
温度で設定した様々な条件下での検
査に合格した証として、時計本体には
自社規格検定合格証が付属する。
　Cal.0200のムーブメントデザインに
おいて目指したのは、ひとつひとつの部
品を美しく仕上げ、それらが美しく見え
るように配置すること。回転錘や地板、
受と共に輪列部品の装飾においても、
シチズンとラ・ジュー・ペレ双方のノウ
ハウを活かした仕上げを施している。
上面をサティナージュとよばれるヘアラ

インで仕上げた受には、細部にまでダ
イヤカットを施すなど、異なる仕上げの
コントラストやそこから生まれる立体感
を大切にしている。
　力強さとシャープさを合わせもつ、先
進性を表現した腕時計デザインを目指
した。ラグのない大胆な面構成のケー
ス形状を採用し、ステンレス無垢素材
を活かした粗目のヘアラインとミラーで
シャープに仕上げた。特に装着時に
ケースとバンドが放つ閃光が存在感を
創出している。
　NC0200-90Eのブラックダイヤルは
電鋳手法により砂地模様をあしらっ
た。その凹凸が作る陰影により、モノ
トーンの中に繊細な色調の変化を楽し
める。
　NC0200-81Lのブルーダイヤルは、
サンレイパターンに塗膜研磨を施し
た。光沢感と深みのあるブルーが美しく
輝く。
　どちらもダイヤルには「ザ・シチズン」
のシンボルマークである「イーグルマー
ク」を配す。1000m先の獲物をも見つ
けられる卓越した視力を持つ鷲は、未
来を見据えて行動する「先見性」の象
徴であると同時に、古来より人とパート
ナーシップを築く生き物。イーグルマー
クは、「常に先を見据え、理想を追求す
る」「身に着ける方に永く寄り添う」とい
う「ザ・シチズン」の2つの意思を表す
証。

　“わくわく”するようなカラフル・レト
ロ・かわいいをテーマにした、文具×時
計の小売店「TokiiRo」が3月11日、東
京・表参道にオープンし早くも賑わって
いる。
　オープンしたのは、サクラクレパス社
とのコラボ時計「クレパス柄トケイ」など
を企画・販売する㈱ナカザワ（滋賀県湖
南市、中澤実仟盛社長）の新業態の小
売店。文具・雑貨・時計などを揃え“カ
ラフルでわくわく”する気持ちになれる

ような“色を楽しむ”体験コーナー
を設置した、リアル店舗ならではの
体験ができる常設店舗になる。
　「クレパストケイ」のカスタマイズ
ができるコーナーでは、全100色

のオリジナルカラーの組み合わせで、5
つのパーツからなる時計を自分の好き
な色でカスタマイズ。圧倒的な100億

通りの組み合わせを楽しむことができ
る。
　また、300
通り以上の組
み合わせの中
からボールペ
ンの上下のカ
ラーが選べる
「Color Select Project」コーナーでも
色を楽しむことができるなど、リアル店
舗ならではの色を楽しむことができる
体験イベントなどが随時開催予定と
なっている。
　中澤社長は「思い返せば5年ほど前
に、商品開発企画担当の中澤紅珠華
（なかざわるみか）がクレパス風ラムネ

を1本持ってきて『私もこの様な時計を
作りたい』と言ったのが始まり。当初は
12色からのスタートで色の多さに心配
をしていましたが、予想をはるかに超え
次 と々季節ごとの新色を発売し、今年
3月には全100色の発売となりまし
た。また、100色の発売と同時に念
願の都内でのToki iRo表参道の
オープンができたことは、この上ない
喜びと感じています」とコメントして
いる。
　中澤紅珠華商品開発部1課課長

は「実は初めての商品企画でした。商
品企画を行いながら、POPUPの店頭
で販売し、創意工夫しながら遂に常設
店舗をオープンでき、とっても嬉しく、周
りの多大なサポートに大感謝です。こ
れからもカラフルでワクワクするような
コト・モノを創っていきたいと思います」
との意気込みを語った。

　“ときめくと
き”を刻むウ
オッチ「ウィッ
カ」が、手元からおしゃ
れを楽しむ女の子に、
時計×ネイルの新しい
提案をはじめた。
　3月4日に発売され
る世界限定2200本の
最新作は、オリジナル
のネイルポリッシュ付
きのソーラーテック春
の限定モデル。
　パレットに見立てた文字板はネイル
を塗ったり、ストーンを散らしたような
デザイン。風になびくように軽やかな

ローマンイン
デックスは舞
い上がる花び

らをイメージ。インデッ
クスとスワロフスキー
®・クリスタルのカラー
は下から上に向かって
徐々に明るい色合い
に。「上昇気流にのっ
て何事も良い方向へ
向かっていきますよう
に」という想いを込め

ている。その他、文字板外周にあしらっ
た華やかなラメ、定期的な電池交換が
不要、コフレのような限定ボックス付
き。価格は2万6000円＋税。

　フレデリック・コンスタント（シチズ
ン時計㈱）は、3月12日～4月11日に、
対象店舗にて「フレデリック・コンスタ
ント2021 HIGHLIFEキャンペーン」
を開催。キャンペーン期間中に、対象
店舗にてハイライフコレクション時

計の購入者へ、「オーバーホール1回無
料券」をプレゼントしている。
　機械式時計はメンテナンスすること
で、長く使用できるエコロジカルな時計
であり、次世代に継承する高品質な時
計を届けるべく、持続可能な生活への
思いや、安心して使用できるブランドの
想いを伝えている。

　リズムグループのアイ・ネクス
トジーイー㈱は、デンマーク
ウォッチブランド「BERING」よ

り、薄さ僅か5.5mmのリンクウォッチ
の新作3型を3月12日から発売した。昨
年の3月には同シリーズから史上最薄
の4.8mmの薄さのシリーズが発売さ

れている。
　寄り添うように袖
元を邪魔しないスリ

ムケースは、その着け心地の
良さから人気のコレクション。
ビジネスシーンでの着用も多
く、正面からの見た目からは
想像できない薄さが魅力。煩
わしい印象のメタルバンドモ
デルも、ウルトラスリムコレク
ションで印象が変わるかもし
れない。腕時計が苦手な人や

初めての腕時計に勧めたい。新作のウ
ルトラスリムリンクはネイビー、グレー、
シルバー×ブラックの全3色。シルバー
×ブラックのみ直営店のみで先行販売
される。径40mm、重さ87.5ｇ、3気圧
防水、価格2万3100円～2万4200円
（税込）。

　「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
したセイコー創業
140周年記念限定
モデル、世界限定
15本のジュエリー
ウオッチが、5月21
日より国内、海外で
順次発売される。価格は
2200万円（税込）。
　昨年、8日巻のスプリング
ドライブムーブメントを搭載
した、ブランド初のメンズ
ジュエリーウオッチが発表さ
れ、今年はセイコー創業140
周年を記念し、第2弾として
長野県茅野市にある、「御射
鹿池（みしゃかいけ）」をデザ
インテーマにしたモデルが登
場した。
　「御射鹿池」は、スプリング
ドライブをベースとした複雑
時計や最高級品を手がける
専門工房「マイクロアーティ
スト工房」（セイコーエプソン
㈱塩尻事業所内）のある長
野県奥蓼科の森の中にひっ
そりと佇む。水面には周囲の
山々が逆さに映り込み、神秘的な光景
を生み出している。季節ごとに色を変え
る木々は夏になると深緑へと変化し、
水面に映る壮麗な景色は訪れる人を
魅了する。日本を代表する画家の1人
である東山魁夷が1982年に発表した
作品、「緑響く」のモチーフになったこと

でも知られている。
　記念モデルは、
「御射鹿池」に映し
出される木々を彷
彿させる新色のグ
リーンを施した白蝶
貝ダイヤルと、グ
リーンガーネット、ク
ロコダイルストラッ
プが響きあい、荘厳

な雰囲気を演出する。
　分目盛りとしてあしらわれ
た、ダイヤルを囲む48石の細
長いテーパーバゲットダイヤ
モンドと12石のグリーンガー
ネットが、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
ヤモンドとグリーンガーネッ
ト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、
端正な輝きを放つ。分目盛り
の外周部にも、合計60石のダ
イヤモンドとグリーンガー
ネットが、りゅうずにはブリリ
アントカットのダイヤモンドが

あしらわれている。12時位置のグリー
ンガーネットは、他よりもわずかに幅が
広いものを採用することで、時刻の読
み取りやすさを高め「実用性」と「華や
かさ」が共存する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を
実現した。

　「TiCTAC」のオリジ
ナルブランド『Move-
ment in Motion』か
ら、新作「イジル感ソー
ラークロノグラフ」が全
国の店舗とオンライン
ストアで発売された。
　同オリジナルブランド
では、日々顧客と対面する腕時計専門
店ならではの着眼点で、時を経ても古
くならないデザインを心がけ、ディテー
ルや色づかい、質感や素材にもこだ
わって展開。自分らしいスタイルを持つ

人の“マイ・スタンダー
ド”を目指している。
　新作は、2005年発売
の初代『イジル感』で最
も人気の高かった二つ
目クロノグラフをリブー
トして発売、復刻カラー
1点と新色3点、計4アイ
テムを展開。“一生つき
あえる”モノづくりがさ
れていた時代の「カメ
ラ」をモチーフにした、ロ

ングライフデザインの腕時計になって
いる。また、サイズを一回り大きく
42mm径とし、ソーラムーブメントを搭
載してアップデートした。価格は3万
9000円＋税～4万3000円。

　今年で60周年を迎えた
「Sinn」から続 と々新商品が
発表される。新たに誕生し
たテクニカルでスポーティな
外観に多彩な機能を加えた
105シリーズからは4つのモ
デルが発売された。

　同シリーズには、回転ベゼルに時間
計測のための分目盛と12時間式第二
時間帯表示を備えた105.ST.SAと、
2 4時間式のU T C機能を備えた
105.ST.SAUTCの2シリーズが揃う。
それぞれにオレンジ色の秒針をアクセ
ントにした非常にマット感の高いブ

ラックダイヤルとホワイトダイ
ヤルがある。オーバル系のイ
ンデックスや針のフォルムは
従来のジンのコレクションと
は一線を画し、時計にレトロ
フューチャーな印象を与え
る。三針タイプは英語とドイ
ツ語の曜日表示が設定可能
で、UTCタイプにはデイト表

示を搭載。両タイプともに回転ベゼル
はサンドマット加工を施したケースに
特殊結合方式で固定されているため、
絶対に外れることがない。耐傷性の高
いテギメント加工をベースとしたブラッ
ク・ハード・コーティングにより、時計の
全体的な外観をプロフェッショナルな
ものにしている。また、高精度な時刻計
測を体感できるだけでなく、サファイア
クリスタル製のシースルーバックから
機械式ムーブメントの動きを細部まで
観察することができる。価格は三針25
万円～28万円＋税、UTC29万円～
32万円＋税。取り扱いは、㈱ホッタ。
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