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新たな挑戦への確固たる強い意思を表明
グランドセイコー

の数量限定モデル。
限定モデルは、金色があしらわれた

セイコーウオッチ㈱は、
セイコー創業

ペンが 取り付 けられて

ン プロマスター』の海外で展開す

いる。

るメカニカルダイバーズウオッチ

さらに、ベゼルにセラミックスを採用

で、ISO規格をクリアする200m潜

したスポーティーな2モデルがレギュ

水用防水性能が特長のモデル。
ご

ラーコレクションに加わる。9Fクオーツ

つごつした回転ベゼルをはじめ、
そ

て光を受け反射し輝く放射パターンの

能的な造形に、耐摩耗性に優れ、擦り

のレギュラーコレクションで、セラミック

の外装から想起される堅牢性が、

ダイヤルは、夜明けに輝く太陽の光を

傷が付きにくいブラックセラミックスベ

スをベゼルに使用した初のモデルにな

ゴジラが持つ強靭なイメージに重

表 現している。これは、セイコー 創 業

ゼルを組み合わせたケースは、
ソリッド

る。
ビビッドな赤色と青色が差し色とし

140周年という節目の年に、
グランドセ

な印象の外観に仕上がっている。
また、 て印象的なレギュラーモデルは、それ
と、冷静さの中に秘めた情熱をイメー

プロフェッショナルスポーツウオッチ

えうるスペックで、
タフな使用シーンに

ジし、数量限定モデル同様、
デザインと

としての高い性能に加え、
「 想像力」
と

酷な狂暴性をレッドとグレーのカラー

スペックの両面でアクティブシーンに

いう価値を提案するシチズン プロマス

リングで表現。裏ぶた中央には、攻撃

マッチする。価格は共に50万6000円

ターから、TVアニメ
「ゴジラ S.P＜シン

態勢に入ったゴジラのシルエットを精

ギュラポイント＞」
とコラボレーションし

緻に刻印。
ゴジラの魅力をさりげなく取

た「メカニカル ダイバー200m」2モデ

り入れた、普段使いし易いデザインに

的なフォルムと最小限

ルが数量限定各500本でシチズン取

なっている。

のディスプレイのおか

扱店とゴジラ・ストアで発売される。事

時分秒針とインデックスは夜光を載せ

げで完 璧な視 認 性を

前予約が開始されゴジラ・ストアでは5

て視認性を確保し、逆回転防止ベゼル

計を見かけることはあるが、

確保。
この視覚的特徴に加え、高品質

月22日発売、一般発売は同28日。価格

や手首の動きを妨げにくい8時位置のね

nendoがデザインするとた

な技術的特徴も備えている。ケースと

は各3万8500円
（税込）。

じロックりゅうずなど、
ダイバーズウオッチ

だカラフルなだけではなく少

ベゼル、
リューズには優れた非磁性と

日本が 生んだ世 界に誇るキャラク

しくすんだ上品な色味に仕

高い海水耐性を持つドイツ潜水艦の

ターである怪獣「ゴジラ」の新しいプロ

「ゴジラ」
コレクションのひとつとして

上がる。サンプル製作が複

鋼鉄Uボート・スチールを採用。
また、

ジェクトとして、4月から日本先行で放

時計をディスプレイできるガラス製のオ

数回繰り返され、微妙な色

ケースとステンレススチール製ブレス

送中の完全新作TVアニメシリーズ「ゴ

リジナルウオッチスタンドと
「ゴジラS.P

の調整が行われている。

レット、分刻みの逆回転防止ベゼルに

ジラS.P＜シンギュラポイント＞」
と
『シ

＜シンギュラポイント＞」のロゴが入っ

は、
テギメント加工を施しており高い耐

チズン プロマスター』がコラボレーショ

た専用ボックスが付属する。

おう ち時間を豊かにするニーズ捉え
﹂
音と光で自然に起きる﹁ SUNRISE

上下2色に分かれたダイヤルリング
は、第2時間帯の昼夜を視覚的に識別

日本を代表するデザインオフィス
﹂の腕時計ブランドから
﹁ nendo
く すみカラーの新色が登場

びインデックス上と異なる青色のルミ

ション。原色のカラフルな時

も頼れる相棒となる。
裏ぶたには、シリアルナンバーととも

に、ブランドの象徴である「獅子の紋 （税込）、発売日は6月10日。

手作業によるスクラッチ加工ダイヤル
Sinnの限定ダイバーズウォッチ

また、buckleシリーズは
リズムグループのア

もともと長いストラップを1 周回して

1 点 1 点 手 作 業による不 規 則なパ

傷性も持っている。1000ｍの防水性

イ・ネクストジーイー㈱

バックルに通す構造になっており、初と

ターンでスクラッチ加工されることによ

能は、ジンの他のダイバーズウォッチと

は 、腕 時 計 ブ ランド

なるナイロンストラップの相性も良く、
こ

り、光の加減や明暗の状態で時計の異

同様に船級認証機関DNVGLにより水

「10：10 BY NENDO

れからの季 節に着 用しやすいコレク

なる表情が楽しめるのが特徴のSinn

深1000ｍまでの耐圧性と、欧州潜水

（テンテンバイネンド）」の新商品を4月

ション。男女 問わずフィットしやすい

の 限 定 5 0 0 本 ダイバ ーズウォッチ

器具規格に準拠した耐温度性と機能

36mmのケースに、視認性が高く、
ダイ 「U1.DS」が注目されている。

性をテスト、認証されている。価格は50

「10：10 BY NENDO」
は、
日本を代

ヤルの表情を豊かにする立体的なイン

万6000円
（税込）。

表するデザインオフィス
「nendo」の佐

デックスを採用。ストラップは6時側に

藤オオキ氏が手掛けている腕時計ブラ

長く伸びた1本のみ。
それを一周させて

ンド。時計が10時10分を示す時が最

時計を着ける。着用した際に先端を留

も美しく見えることから、
また時間と分

める部分が抜け落ちないよう、
ストラッ

を区切る記号「：」が点と点であること

プにミリ単位でテーパードを掛けるな

から名付けられた。

ど、細部にまで拘った作りになってい

し出している

80年代デザインのデジタルウォッチ
「タイメックス80」7月上旬に一般発売

ル・プロダクトをベースに
同 社 のクリエイティブ・
ディレクタ ー を 務 める

唯一無二のスクラッチ加工は、印象

レッド・ドット・デザイン賞を受賞

る。カラーバリエーションは5色。各色

限定の「カラーズ」
は、
それぞれケース、 ニュアンスカラーが独特な雰囲気を醸
インデックス、針、
ダイヤル、
ストラップと

ユンハンス「max bill MEGA Solar」

ンデックスが12時位置に配され、時
刻が読みやすくなっている。そして
ケースの縁はスリムになっていて、
ダ
イアルが強調され、マット仕上げの
配色により時計のミニマル・デザイン
が引き立っている。
また同種のため
に特別に光を透過するダイアルをデ
ザイン。
ダイアル下にあるドーム型の

ユーロパッション㈱が取り扱

太陽電池が高効率で高精度の多周波

う
「ユンハンス」のmax bill ME-

電波式ソーラームーブメントに電源を

G A S o l a rが 、2 0 2 1 年レッド・

供給。
この最新のテクノロジーはマック

ドット・デザイン賞の最優秀賞に

ス・ビルのデザインに適合。2021年か

輝いた。

らはオプションでサファイアクリスタル

「TIMEX」
（ウ

ジョルジオ・ガリが手掛

エニ貿易 ）から、

け、80年代のアートワー

max bill MEGA Solarは、
ダイアル

も注文可能になった。さらに、パーペ

8 0 年 代のデザイ

クや看 板サイン、ゲーム

の分かりやすい配列によって本質的な

チュアルカレンダー、
クラウンまたはア

ンをベースに根強

など からインスピレ ー

ものにだけ集中。分と時間のメモリの

プリを使って現行のあらゆるタイムゾー

釣り合いは、芸術家マックス・ビルの完

ンに設定可能なのでとても快適。肌に

た。機能面では文字盤全

璧なバランス感覚を反映。
ライトイン

優しいチタニウムのケースは高耐傷性

Classic Digi-

面が発光するインディグ

デックスが3時・6時・9時に、ダブルイ

であると同時に特別に軽量となる。

t a lをモダンな解

ロ®ナイトライト機能をは

釈でグラフィカル

じめアラーム、タイマー、

孫が誕生した際の内祝いなど

にアップデートした「TIMEX 80」が4

カレンダーなど必要充分な機能を搭載

で「孫の写真が入ったフォトフ

月30日よりAmazonにて先行発売さ

し、バンドにはゴムのように伸び縮みす

レームをプレゼントされたら嬉し

れ、7月上旬より一般発売される。

るメタルエクスパンションタイプを採用

い」
との声が多くあったことから、

することでレトロ感とモダンさを両立さ

SNS利用の多い世代が投稿に

せている。価格は8800円
（税込）。

使った写真を手軽にプリントし

上販売されてきたタイメックスのデジタ

イン」が4月28日から発売開始され
た。
日本総代理店は㈱ウエニ貿易。

5万円台の最新機械式腕時計

時計「ZEPPELIN」から、5万円台
の最新機械式時計「キャプテンズラ

﹁ツェッペリン﹂から最新コレクション

世界35カ国で人気を博すドイツ

利用できる“ましかく写真”をフォ
式飛行船「ツェッペリン号」が

トフレームにセットできる仕様の

ドイツで完成し、遠く離れた目

「MAG誕生石カラーストーン付

的 地 へ の 優 雅 でスタイリッ

きフォトフレームクロック」
を、品

シュな旅を楽しむことができる

感を持っており、
フォトフレーム
などのギフトが喜ばれている。
ま
た、多 様 な 時 計 付きフォトフ

びれをデザインし、
ゴジラの力強さと冷

に求められるスペックを備えている。

お洒落で便利な目覚まし時
計を作ろうと決心し、
商品の
開発を開始しました」
とし、4
月29日から楽天市場Giftya
（ギフト&韓国北欧雑貨）
で
先行販売を開始した。
同商品は、
「 光と音のア
ラーム機能」を搭載するほ
か、必要な機能が詰め込ま
れている。
ただ光るだけでは
なく、
より人が自然に起きら
昨今のおうち時間の需

れるよう、
日の出をモチーフにした演出を

要の高まりにより、何か役

採用し、類似商品の調査を行いニーズ

に立てる商品を世に出せ

の高かった
「アラーム音の複数収録」、

「イルミネーション
ないかという想いから企 「タッチセンサー」、
画されたのが、
ギフト関連

モード」
などを実装している。

商 品の企 画・製 造・販 売

デザインは、
日本人の好みのカラーを

を行う㈱ゴルウィス
（兵庫県神戸市垂

調査し採用することで、
インテリア雑貨と

水区、齋藤夏樹社長）
による、規則正し

しても好まれるデザインになっている。
シ

い生活をサポートする
「音と光の目覚

ンプル・ナチュラルなデザインでありなが

まし時計 SUNRISE」
だ。

ら、無機質さを感じさせない暖かみを備

担当者は
「既に“光を放つ目覚まし時

えている。

計”はいくつか世に出回っておりました

コンパクトな円柱型で360度明かり

が、機能性に優れたものは無機質な物

を灯すことができ、向きを気にせず使え

が多い事に気が付きました。
昨今では在

るのも特長の一つ。
カラー点灯・イルミ

宅ワークが増え、
おうち時間を豊かにし

ネーションモードにより、気分や部屋

たいというニーズが高く、
インテリアのお

のスタイルによって雰囲気を変えること

洒落を楽しむ方をSNSで拝見し、
デザイ

が でき、目覚まし時 計 でありながら

ンの重要性を再認識させられました。
そ

SNS映えする商品となっている。メー

こで機能性とデザイン性を兼ね備えた

カー価格は7580円
（税込）。

ビジネスアスリートに向けた
Garminのキャンペーン

トは、
スマートで活動的な毎日を過ごす

レームは販売されているが、短
期間で故障するケースも多い。
創業約40年のノア精密は、
国内でひとつひとつ丁寧に製
造しており、品 質 やアフター

ために、
スマートウォッチを上手く活用し
ているとし、同キャンペーンで集めた体

Garminスマートウォッチの
GPS機器のパイオニア
「Garmin」
が、 験談を通じ、

フォローまで万全のフォロー体

いつでも仕事で最高のパフォーマンスを

ユーザー、
または今後活用を検討してい

制を敷いている時計専業メー

目指すビジネスパーソン、
「ビジネスアス

る人に対して、Garminのウェアラブルデ

質を熟知した時計専

カー。名入れ加工な

リート」
に向けて、5月10日より、Garmin

バイスを使った便利でスマートな活用

ようになった当時の「感動」や

業メーカー、
ノア精密

どにより取り扱い法

のウェアラブルデバイスを活用した体験

方法を紹介し、多くの人のウェルネスラ

「興奮」をデザインに表現した

㈱（東京都台東区、

人などの贈り物とし

談を募集するキャンペーンを開始した。

イフのサポートに繋げていくとしている。

岸源一社長）が発売

ても安心できる。

腕時計。
インデックスは
「01」
「 02」
の
ように
「0」
を用いた二桁表示。

開始した。
最 近では祖 父 母

タ管 理ができる話 題のスマート体 重

石カラーのラインス

を充実させたいというビジネスアスリー

計、
「Index S2」がプレゼントされる。

世 代のスマートフォ

ト ー ン を あし

ン利用者は増えてい

らった全12種

表示を配置。ユニークなデザ

るが、
まだまだアナログ的な利用に親近

類。販売価格は6600円
（税込）。

イン、機能性だけでなく、左右
装置：MIYOTA82S7、5気圧防水。価

年に浮力に動力を加えた革命的な硬

デザインがこだわりを感じさせる。駆動

格は5万7200円
（税込）。

東京都台東区台東3-16-5 ミハマビル

東 京
TEL. 03(3832)2432 FAX. 03(3832)2439
名古屋
TEL. 052(732)0580 FAX. 052(732)0622

体験談が採用されるとアプリでデー

休日はスポーツや趣味などプライベート

視 認 性に優れ、4 〜 5 時 位 置

非対称のアシンメトリーなユニークな

日常では仕事でしっかり成果を出し、

デザインは、誕生

に秒表示、9時位置に24時間

新作のキャプテンズラインは、1900

〒110-0016

SNS世代に
﹁フォトフレームクロック﹂

ションを得て生み出され

孫の内祝いや贈り 物に

いファンの多いデ
ジ タ ル ウ ォッチ

デザインは、1970年代から40年以

象 徴である独 特 の背

磁性能を併せ持ち、ハードな環境に耐

志を表している。

も同色でまとめられたコレク

buckleシリーズから登場した数量

文 字 板 にゴジラの

ぞれ、飽くなき挑戦への燃え盛る情熱

少しずつ色味を変えながら

28日より先行発売を開始した。

なる。

TVアニメゴジラS.Pとコラボした
メカニカルダイバー200ｍのプロマスター

20気圧防水と16,000A/mの強化耐

GMTモデルを6月10日より発売する。 できるほか、GMT針には、時分針・およ
価格は60万5000円（税込）、2021本

性を確保している。

ベースとなるモデルは、
『シチズ

要素を削ぎ落とした結果生まれた機

に輝く太陽の光をイメージしたダイヤ
ルに込 め 、スポー ティー なクオーツ

ブライトが施され、夜間でも高い視認

エローゴールド製のワッ

GSロゴ、
ダイヤルリングやGMT針、
そし

140周年を記念し、
「グランドセイコー」 イコーの新たな挑戦への確固たる意
の新たな挑戦への強い意志を、夜明け

ンした。

章」をかたどった18Kイ

創業140周年のスポーティーなクオーツGMTモデルを発売

（3）

6月10日
「時の記念日」

大 阪
TEL. 06(6253)1436 FAX. 06(6253)1430
福 岡
TEL. 092(414)6065 FAX. 092(413)7717

