12月9日に発売される。価格は

しく切分に重なる秒針は、従来のエコ・

737,000円。

ドライブでは消費電力が大きく目盛り

同限定モデルは、Cal.0100

の真上にのせるのが困難だった重さの

搭載モデルとして初めて和紙

ある真鍮製の秒針を採用している。時

文字板を採用。光の透過性に

刻の読み取りがしやすいヘールカット

優れ、美しい色と風合いを持

形状の時分針や、高精度を司る
「クリス

つ土佐和紙文字板に、“影蒔

タル（＝結晶）」
をモチーフとしたケース

絵（かげまきえ）”と名付けた技

のラグも、年差 1秒という卓越した精

世界最高精度光発電エコ・
ドライブの
「The CITIZEN」
和紙文字板限定モデル

度を感じさせるデザインだ。
キズがつき
にくく明るい色調が特長の、表面硬化
技術デュラテクトプラチナを施したステ

時計の本質を追求し、卓越した精度

法を用い、
『ザ・シチズン』のシンボルで

ンレススチールケースに、竹斑のワニ革

を誇る高品質ウオッチThe CITIZEN

ある
「イーグル」が羽を広げた様をデザ

バンドをあわせ、上品で落ち着いた一

から、
自律型光発電腕時計として世界

イン。下板にプラチナ箔とプラチナ粉で

本に仕立てた。

最高精度「年差 １秒」を持つエコ･ド

模様を施し、重ねた和紙の上からその

文 字 板 や裏ぶたには、ゴールドカ

ライブ ムーブメント
「Caliber 0100」
を

模様が透ける仕様により、同じものは

ラーの「イーグルマーク」を配し、裏ぶ

搭載し、文字板に土佐和紙を採用した

二つとない文字板になっている。

たに
「EAGLE」
の文字とシリアルNo.を

世界限定90本、特定店限定モデルが

（3）

載した870 Mechanicalの限

フォンやタブレット等から発せられる磁

定モデルが12月2日に発売さ

力による時計の時刻精度への影響を

れる。世界限定400本、価格は

防ぐため、耐磁性能を強化した
「第2種

220,000円。

耐磁」
を備えている。
また、4.1mmに抑

今回の限定モデルは2体構

えたムーブメント厚により装着感の高

造のベゼルが際立つ重厚感の

いスリムなケースフォルムを実現した。

あるソリッドなケース、
シンプル

『シリーズエイト』
は、
オンオフ問わず

かつ主張のあるインデックスと

使え、あらゆるシーンに馴染む現代的

針が特長。
トレンドカラーのグ

で躍動感のあるデザインと、現代生活

リーンを文字板とバンドに用い

に適した耐磁性能や装着感を考慮し

て、落ち着いた色合いのウォー

た仕様など実用性を兼ね備えた機械

機 能と実 用 性を兼 ね

ムゴールドカラーにグレーカラーの組

式時計のブランド。2008年に登場し

備えたモダン・スポーティ

み合わせが効いたケースをあわせるこ

た前身ブランド「シチズン シリーズエ

デザインの機械式時計ブ

とで、鮮やかな印象に仕上げた。機能

イト」のデザインテーマである
「引き算

ランド
「シチズン シリーズ

面においては実用性を重視し、2021

の美意識」
を引き継ぎながら、2021年

エイト」から
「第2種耐磁」 年に新開発された機械式ムーブメント

の新 時 代に相 応しいデザインと機 能

を採用。同ムーブメントは
を備えた機械式ムーブメ 「Cal.0950」

性を併せ持つコレクションとして再始

ジュネーブ時計グランプリ

﹁メンズウオッチ﹂部門賞を
グランドセイコーが受賞

刻印した限定モデルらしい特別仕様。

ントCaliber 0950を搭

ジュネーブ市で開催され

の「プティット・エギュィーユ」部門賞受

ルには、メカニカルハイビートムーブメ

た「 2 0 2 1 年 度ジュネー

賞に続き2度目。

ント
「キャリバー9SA5」が搭載されて

デジタル社 会に欠かせないスマート

動した。

一点ごとに固有の風合いを
楽しめる積層模様の
マルチカラーカーボンベゼル

受賞モデルは、時の本質に迫るべく

いる。
デュアルインパルス脱進機（高効

いて、
グランドセイコーの

匠の手によって組み上げられた革 新

率な脱進機）やツインバレル（二つの

SLGH005（1,045,000

的なムーブメントと、新たな思想に基

動力ぜんまい）が採用されることによ

円）が「メンズウオッチ」 づくデザイン、そして製造拠点周辺の

り、毎時36,000振動のハイビートで

耐衝撃

ルチカラーのベゼルで表現した。削り

大いなる自然からインスピレーション

ありながら最大巻上時には約80時間

ウ オッチ

出す部分により柄の見え方が異なるた

グランドセイコー
ンドセイコーとしては 、 を得たダイヤルなど、

駆動を達成するとともに、独自の水平

G-SHO

め、一点ごとに固有の風合いを楽しめ

輪 列 構 造によって薄 型 化を実 現して

さらに、ベゼルの内周にレインボー
C Kより、 る。

いる。

メタ ル と

IP、美錠や遊環にローズゴールドIP、
フ

樹脂を融

ロントビス、ボタン、
りゅうずにライトブ

合させたMT-Gシリーズの新製品とし

ルーやパープルなどのカラーIPをそれ

て、カーボンとカラーグラスファイバー

ぞれ施し、ベゼルの色調と調和するマ

を積層したマルチカラーのカーボンベ

ルチカラーなフェイスデザインに仕上

のブランドフィロソフィー「 T H E -

を体現。同モデ
ハイビート36000GMT限定モデル」 NATURE OF TIME」

褒章」
を受章した。
荒井氏は、腕時

セイコーウオッチ㈱のグ
ループ 会 社 、盛岡セイコー
工 業 ㈱ の 社 員 、山 﨑 英 人

計 のムーブメント （やまざきひでと）氏が、令和

製造や完成品（外装）製造のすべての

3年度「卓越した技能者（現

工程での組立力に優れ、機械式時計で

代の名工）」
を受賞した。

はミクロ単位の調整作業を習得し、唯

山﨑 氏は、プレス金 型を

一の社内最高の称号「時計組立スー

手仕上げで超精密精度（ミ

パーマイスター」
として評価されている。

クロン単位）
に作り込む金型

また、2012年（平成24年）には「時

仕 上げ 加 工 技 能 、そしてそ

計組立・修理工」
で卓越技能者長野県

の組み込みの技 能 、また後

知事表彰（信州の名工）、2016年（平

進者の育成に貢献したこと

シチズン時計の製造子会社である

成28年）
には卓越した技能者「現代の

が評価された。

シチズン時計マニュファクチャリング㈱

名工」
（厚生労働大臣賞）、2018年（平

山 﨑 氏 所 属 の 盛 岡セイ

成30年）
には
「第7回ものづくり日本大

コー工業は、高級腕時計「グ

（ 内閣総理大臣賞）の表彰を受け
生産本部製品部・飯田殿岡工場勤務） 賞」

ランドセイコー 」の 製 造 を

高級腕時計に要求される超精密加工

授与される、
「 黄綬

盛岡セイコー山﨑英人氏が現代の名工を受賞

シチズン時計マニュファクチャリング
社内唯一の時計組立スーパーマイスターが
黄綬褒章を受章

機械加工では成し得ない手仕上げ

ブ時 計グランプリ」にお

2014年度の「メカニカル

の社員、荒井寛子氏（あらいひろこ／

2021年
（令和3年）
11月15日

また、正面から見たときにぴたりと美

部門賞を受賞した。グラ

11月4日にスイス・

モダン・スポーティな﹁シリーズエイト﹂に

（昭和25年2月28日第3種郵便物認可）

ゴールド グ
×リーンの世界限定モデル登場

第2443号

カシオMT-G

ゼルを採用した
「MTG-B2000XMG」 げた。
世界中どこにいても正確な時刻を刻

が11月27日より発売される。
新製品は、カーボンとカラーグラス

み続けるため、標準電波の受信機能に

ファイバーをランダムに積層し、削り出

加え、スマートフォンリンク機能も搭載

してベゼルを成形する新たな手法で製

し、専 用アプリとの連 携によりタイム

造。火山活動や地殻変動により堆積し

ゾーンやサマータイムの変更にも対応

機械加工では成しえない部品精

た地層の鉱物が酸化することでさまざ

する。
また、
ソーラー充電システムや高

度の高さと美しさを実現する技

まな色に変化したレインボーマウンテ

輝度なLEDライトも搭載し、利便性に

能を有している。構成部品の一

ンの神秘的な色彩美を、積層模様のマ

も優れている。価格154,000円。

つ一つに高精度かつ超精密な
加工が要求されるため、部品を

な仕様だ。

セイコーイン

つくるための金型の仕上げは、

スツル㈱は、時

基準音機能

長年の経験・勘が必要であり、
よ

計 の 針 の 動き

は、楽器を演奏

り難易度の高い技 能となる。ま

で、楽器演奏に

する前のチュー

た、国内の金型仕上げ若手技能

必 要 な テン ポ

ニング（ 音 合わ

行っている。世界最高水準

線で業務に精通している者、他の模範

後進の指導、講師として全国を対象に

の高 級 機 械 式 腕 時 計の製

になるような技術や事績を有する者に

地域社会や業界貢献にも力を注ぐ。

造には、微細部品用の超精

者の育成（技能検定合格者の輩

や基 準 音がわ

せ）に使う機能

密プレス金型が必要とされ

出）、海外関連工場への技術指

かる
「メトロノー

で、合 奏 時 や1

カスタマイズウォッチブランド
「UNDONE」
（㈱UNDONE -

ど、日本 の 伝
統要素が随

る。山﨑氏は、
プレス金型のクリアラン

導を行い、技能者の地位および技能水

スをミクロンレベルで調整することで、 準の向上に貢献している。

ムウオッチ」
を、11月1日より同社公
認ECサイトにて販売開始した。

JAPAN＝東京都渋谷区、沼

所に隠されて

昇太社長）は、
ファッション業

ンの最高峰」
と言われるこの素材にラ

ると普通のアナログ腕時計のようだ

たニコラ・フォルミケッティ氏と

カスタマイズの「UNDONE」から
フォージドカーボン素材の限定モデル

ミネート加工を施すことで、戦国武将

が、時計機能以外に、楽器の演奏

のコラボレーションウォッチ

いる。盤 面を

の漆黒の甲冑を彷彿とさせる質感や色

に必要なメトロノーム機能と基準音

『Shungite（シュンガイト）』
を

スケルトンに

SW200-1」
ムーブメントの素晴らしさ

彩に。形状も甲冑をイメージしたデザイ

機 能 が 搭 載 さ れ 、外 出 先 で の

をじっくりと体感することができる。ニ

ンとなっている。

ちょっとした楽器の練習などにぴっ

界で数多くの功績を残してき

10月28日より発売した。
文字盤は手裏剣をモチーフとするな

することで 、
文 字 盤 越しに 見える「 セリタ C a l .

「メトロノームウオッチ」は一見す

たりの商品だ。

コラ氏のクリエイティブ・ディレクターと

また、
フォージドカーボンのアウター

しての豊富な経験と、時代を超越した

ケースが、
チタン製のインナーケースに

メトロノーム機能は、任意のテン

挑発的なデザインが見事なまでに

取り付けられ、スクリューダウン式の

ポを設定するだけで、時計の分針が

融合している。

リューズによって防水200M（20気圧）

リズミカルにダイヤルの上を左右に

を実現。セラミックベゼルも美しく引き

往復し、
ピッピッという電子音ととも

ケース素材には、
フォージドカー
ボンを採用。耐久性と強度（スチー

立ち、調和のとれたモノクロームウォッ

に視覚的にテンポを確認できる。
テ

ルの5倍）を兼ね備えたその特性は

チへと仕上げた。世界限定199本、価

ンポは40〜304（BPM）
までの41ス

まさに戦国武将の鎧のよう。
「カーボ

格は156,200円。

テップを用意。小さいながらも実用的

針の動きでテンポがわかる

ている。
さらには技能継承を目的とし、

楽器演奏におすすめの
﹁メトロノームウオッチ﹂

が、令和3年秋の褒章において、第一

人で練習する際も一般的なAの音

と、吹奏楽のチューニングに使わ
れるB♭の音を、440、442、443Hz

の3種のピッチから選択し基準音

を鳴らすことができる。
デザインはスタンダードとカジュア

ルの2ライン。
スタンダードは落ち着

きのあるワンカラーのダイヤルに、
メ

トロノームの拍数を緻密に並べた機
能的なデザインとなっている。一方、

カジュアルは明るくポップなカラー
で、テンポの変化をドットで表現し
た遊び心のあるデザインとなる。
どち

らもケースサイズは、横: 36.5mm／
縦: 39.6mmと扱いやすいサイズと
なっており、
男女問わず使える。

修理・
リフォーム
時計彫りなど

特殊な修理を
得意とする
〜WOODY BELL〜

Woody Bell （ウッディー ベル）
東京都台東区東上野2-10-2第5政木ビル3階
TEL 03-5688-2390

http://woodybell-j.com/
e-mail/woodybell12@gmail.com

〒110-0016

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

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

