創業の地、
銀座の魅力を表現

ダイヤル

ムーブメントを搭載し、週末に着用せ

に は 、日 本

ずとも、翌月曜日にそのまま使用可能

初の西洋式

な実用性を備えている。

ストリ ート

である銀 座 「セイコー プレザージュ」

4ブランドから限定モデル発売

通りの石畳

セイコーの創業140周年を記念し、 のパターンを配し、当時の銀座のモダ
創業地「銀座」の歴史と魅力を、象徴

ンな佇まいを演出。
ブルーグレーのダイ

的なカラーとパターンで表現した数量

ヤル色は、銀座の街を彩る近代的なビ

定モデルならではの個 性を添えてい

限定モデル全4機種が10月8日より発

ルや建築物の現代性を表現している。

る。優れた視認性、チタン素材の軽や

創業140周年を通過点ととらえ、
こ

かな装着感、安心の防水性など、オン

「セイコー プレザージュ」
「 セイコー ア

れからもチャレンジを続けていくセイ

オフを問わず幅広いシーンで着用で

ストロン」
「セイコー ルキア」の4ブラン

コーの意志を、変わり続ける銀座の魅

きる。

売される。
「 セイコー プロスペックス」

ド か らな る 同 シリ ーズ の 価 格 は 、 力に重ねた限定コレクションとなる。
66,000円〜110,000円。

1881年の創業以来、数多くの革新 「セイコー プロスペックス」

1964年に発売された
「クラウン クロ 「セイコー ルキア」

ノグラフ」
を基に、
セイコーのヴィンテー

〜星空の動きを腕元で再現〜

セイコー創業140周年記念

﹁カンパノラ﹂
コスモサイン 周年

（昭和25年2月28日第3種郵便物認可）

薄明をイメージした限定モデル

第2439号

20

2021年（令和3年）9月15日

（3）

時の起源である天体の運行を表示
し、星空の動きを腕元で再現でき
るシリーズ。2001年に初代モデル
が登場して以来、
その独自のデザイ
ンと機能で支持されている。
20周年を記念する同モデルは、
100本の数量限定モデルで、夜明
け前や日の入り後のわずかな間
の、ほのかに明るい「薄明（はくめ
い）」
の空をイメージしたカラーリン
グが特長。緑がかった地平線ぎわ
から紺碧へ徐々に変化する美しい
シチズン時計㈱が自

空のグラデーションを見返しリングに表

社開発した新型高精度

現した。
「薄明」
に地上から眺めるような

機 械 式 ム ーブメント

星空を、
いつでも腕元で楽しめる。

Caliber 0200を搭載し

星座盤は、時刻にあわせて時計と逆

的な商品を開発し、時と時計の文化や

ジスタイルを再現したデザインシリーズ

た
「The CITIZEN」の

まわりに回転し、
リアルタイムの星座を

産業の発展に貢献。創業地の銀座で

「Style60ʼs」。
「 金春色」
の秒針、
ダイヤ

メカニカルモデル3モデルが、
8月26日か

正確に表示する。北緯35度の全天星

は、
ランドマークとして親しまれている

ルに表現された銀座通りの艶やかな

ら特定店限定で時を愉しむためのウ

座で見える4.8等星以上の恒星1,027

和 光 の 時 計 塔 をはじめ 、
「 セイコー

石 畳 、ボックス型ガラスのレトロな光

オッチブランド
『カンパノラ』
から、天体の

個、星雲・星団166個を、14版を使用

ミュージアム銀座」
「セイコードリームス

沢、立体インデックスのシャープな輝き

運行を表示する人気シリーズ
「コスモサ

した精密な印刷により再現している。

クエア」など、銀座の文化とともにセイ

により、古典的な機械式時計の味わい

イン」の限定モデルが、
シチズン フラッ

さらに、
ゴールドにカラーリングした文

コーの豊かな伝統と世界観を体感す

を演出。9時位置のスケルトン構造によ

グシップストア及びシチズン プレミアム

字板12時位置のカンパノラベルや、
グ

ることができる。

り、機械式ムーブメントの鼓動を身近に

ドアーズにて10月14日に発売される。

リーンのステッチを合わせたダークブルー

伝統を重んじながらも革新に取り組
んできた、進取の気性に富む唯一無二
の街、銀座。
その魅力を、秒針のカラー

感じられる。
1959年に発売された「セイコー ア

ルピニスト」をベースに、現代的なデザ 「セイコー アストロン」

白蝶貝ダイヤルの裏側から塗装を施

「コスモサイン」
は、細部まで精密にレ

すことで、奥行きあるブルーグレーを表

イアウトした星座盤を搭載した文字板に

現。
白蝶貝の美しさを活かす、繊細な石

のワニ革バンドなど、
同限定モデルだけの
特別仕様となっている。
価格は33万円。

銀箔漆文字板の機械式時計

とダイヤルのパターンで表現。秒針に

インに 再 構 築し 、装 着 性 に 優 れ た

取り入れたカラーには、
日本の伝統色

38mmサイズに仕上げたモデル。ダイ

アラビア数字を大胆に配したレイア

表情が変化する独特のニュアンスを実

を選択し、明治末期ごろ最もハイカラ

ヤルに表現された銀座通りの石畳は、 ウトに、
レイヤー感のある石畳のダイヤ

現した。
「 金春色」が添えられたゴール

な色の一つであった緑色を帯びた柔ら

放射状に艶が変化し、
「 金春色」の秒

ルパターンを組み合わせ、高品位なス

ドの秒針と、8個のダイヤモンドの煌め

かな青色「金春色（こんぱるいろ）」を

針がアクセントを添えている。最大約

ポーティーデ ザインを表 現 。秒 針と

きが、クールな表情の中にさりげない

板は漆の老舗「坂本乙造商店」
との共

採用している。

70時間の駆動を可能にしたメカニカル

りゅうずにあしらった「金春色」が、限

華やかさをプラスしている。

同開発によるもの。ひとつとして同じも

畳のパターンにより、見る角度によって

『シチズンコレクション』
メカニカル

10月下旬
発売

﹁アニエスベー﹂

ベストセラー﹁ sam
﹂シリーズに
ソーラーペアモデル

のは存在しない、独特な風合いを楽し
シンプ
デ ル 5 機 種 と 、 センティックなケーススタイルに、

トラップを備えた合計3色を展開する。

める。
「繭」
の柔らかな白をイメージした

g i v e（ ハ ー ト ） ルなバーインデックスとクラシックなト

時計の裏ぶたとスペシャルボックス

「繭色（まゆいろ）」
と、紅葉する森林の

love! 限定モデル

ラックレールを組み合わせた、
シックな

に“give（ ハート）love!”のメッセージ

夕暮れ時、薄暮を表現した
「鈍緋色（に

2 機 種を、1 0月8

デザインが特徴だ。

が施された各1,000本の限定モデル

びひいろ）」
をラインアップ。

今秋、
「 s a m 」シリーズに光エネル

には、
アニエスベーの
「大切な人に愛を

「繭色」にはミラー仕上げの、
「 鈍緋

価格は30,800円

ギーを電気に換えて駆動する、環境に

贈ろう」
というメッセージが込められて

色」
にはミラーとマットの異なる仕上げ

〜38,500円。

優しいソーラーペアモデルが新たに登

いる。メンズモデルは、オールブラック

を組み合わせたリーフ針を使用すること

場する。

のスタイリッシュな仕上がりが様々な

どんなシーンにも合わせやすいベー

で視認性を確保、
また10気圧防水を備

装いに応える。
レディスモデルは、華や

シックデザインの腕 時 計を提 案する

えており実用性の高さも魅力だ。6時位

『シチズンコレクション』から、銀箔と漆

置の24時間計、10時位置のパワーリ

で仕上げた文字板を備える機械式時

ザーブインジケーターが機能的であり、

日より発 売する。

「 s a m 」はアニ
エスベ ー 本 人 が

メンズモデルは、清潔感のある白ダイ

セイコーウオッチ

ペットネームを付けたベストセラーシ

ヤルにネイビーのストラップ、シックな

かなボルドーのストラップと白蝶貝のダ

㈱は、
「アニエス

リーズ。1994年に発売した初代モデル

黒ダイヤルに同色のストラップを備え

イヤルにより、手元を美しく彩る。

ベー 」ウオッチより、 以来、時代に合わせてアップデートを

た2色展開。
レディスモデルは、上品な

ペアウオッチとしてはもちろん、大切

「sam（サム）」シリー

続け、定番として親しまれてきた。同シ

白蝶貝ダイヤルにネイビー、
ライトベー

な相手へのギフトに、頑張っている自

ズのソーラーモデル

リーズは、タイムレスなデザインをコン

ジュのストラップを備えた2色と、
メンズ

分へのご褒美に、
アニエスベーの時計

として、レギュラーモ

セプトとするアニエスベーらしい、オー

と同じくシックな黒ダイヤルに同色のス

と一緒に愛を贈りたい。

日常的に楽しめるメンズとレディースのペア
ORIENT STAR

金属板に漆を塗り銀箔をまぶすよう
ひとつひとつ手作業で仕上げた文字

違ったモダンな印象を

ディースに共通するのは、やさしい色合

もたらす新鮮なデザイ

いだけでなく、
クラシカルなボンベ文字

アイ・ネクストジーイー㈱が

ンをメンズとレディー

板に配されたエンボス加工によるスタ

展開する厳選した北欧ウォッ

スに共通して取り入れ

イリッシュなインデックスや細身のロー

チブランドを集めたセレクト

たモデル。

マ数字、
スペード針など。

ショップ N O R D I C F E E L -

カラーダイヤル、
そして手

クションにモダンな印象を醸す新しい

に取りやすい価 格は若

新しいデザインのコ

また、ペアを意識したクラシックモダ

ING POP UP STORE渋谷

デザインを取り入れた
『クラシックセミ

い世代の機械式時計入

ンセプトは
『やさしいひ

ンの美しいケース形状や、
やわらかな曲

スクランブルスクエアで、ポッ

スケルトン』
のメンズとレディース各4モ

門にふさわしく、パート

かり』。変わらない日常

線を描いて盛り上がるボックス型ガラス

プアップストアを9月1 0日〜

デルが、9月16日より発売される。

ナーとのペアウオッチと

や自然の景 色 から人

とともに、側面からもエレガントな表情

2022年3月31日まで実施。腕

しても最適。

が 感じ取る穏 やかな

を演出するのが、
りゅうずにセットされた

時 計 だけで なく、クロック、

文 字 板にムーブ
メントの 一 部 を 見
せ、機械式独特の格調高い表現

ニカルウオッチを搭載。
シースルーバッ

に載せ、
さらに塗装するという手順で、 ク仕様で、ローターやてんぷが動く様

「ORIENT STAR」のクラシックコレ

自然を感じさせる穏やかでやさしい

実用性を兼ね備えた日本製のメカ

価格は143,000円と132,000円。

幸福感が、水や草木、 ラインストーンのアクセントやフランス仕

テ ーブルクロス、ディフュー

森に差す光からそれぞ

立ての洗練されたレザーバンド。手軽に

ザーなど様々なアイテムを展

れインスピレーションを得たペールア

ファッション感覚で着けることが出来る

開している。

でデザインされたクラシックコレク

クア、シャンパンゴールド、
フォレストグ

のも新しいデザインの良さだ。新鮮なペ

また、NORDIC FEELING

ションの『クラシックセミスケルト

リーン、パールグレーなどのカラーダイ

アデザインのみならず、高品質の機械式

初のリペアスペースが設けら

ン』は、
これまでカラーやディテー

ヤルに表現されている。

ムーブメントを搭 載するオリエントス

子を確認できる。

海外のファッション文化を伝える
北欧時計のセレクトショップ

やさしい色調とエレガントなデザインで

計2モデルが、10月下旬に発売される。 デザインのアクセントにもなっている。

れているほか、会員に特別価格で提
供できるアイテムも用意している。現
在全国5店舗とオンラインサイトを展
開し、優れたデザインプロダクトを通
じて北欧を中心とした海外のファッ
ション文化を日本に伝えている。

ルは伝統的なスタイルを基本にし

オリエントスター 特 有 のパワーリ

ターのコレクションでは手に取りやすい

9.11を忘れないLuminoxの新モデル

行為で亡くなった方々を、過酷な状況

てきた。
しかし、今年新たにコレク

ザーブインジケーターが備わるメンズ

エントリー価格に設定されているのも魅

「Luminox」から世界限定911本で

で救出にあたった全ての人々を称える

ションに加わるのは、従来とはまた

と、
インジケーターのないシンプルなレ

力的。価格は52,800円〜61,600円。

登場の新モデルは、9.11を決して忘れ

モデル。ルミノックスはすべての勇敢な

ないという想いと、勇敢な人々を称える

人々を決して忘れない。9.11の悲劇と

特別なモデルになっている。

恐ろしい出来事の現場で勇敢に挑み

時計産業統計をデジタルで提供
一 般 社 団 法 人日本 時 計 協 会

計を冊子にしていたが、今後は迅速な

データとして提供していくことを決めた。

情報提供および環境への配慮を考慮

なお、
デジタルデータは8月30日より同

新作のルミノックス3500NEVER

（JCWA）は、
これまで時計産業統

し、紙資料の作成を廃止し、デジタル

協会ホームページにアップされている。

FORGETは、2001年9月11日のテロ

続けた英雄を称え、記憶し、思い出さ
せるための時計コレクションである。

