25周年記念限定モデル第2弾

「シチズンクロスシー」世界数量限定

な桜を、
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カルな合 成ダイヤモンド「ラボグロウ

繊 細 なエッチ

ン・ダイヤモンド」をあしらった。ケース

インモチーフとした3モデルが11

ングであしらった。
「 hikari」は、ふりそ

とバンドには、軽量でキズに強く、肌に

月11日より世界数量限定で発

そぐ陽の光に桜の花びらが透けて輝く

優しいスーパーチタニウム™を採用。

売された。価格は110,000円〜

様子を、白蝶貝文字板にグラデーショ

定期的な電池交換が不要の光発電エ

132,000円

ンとラメで表現。
そして
「daichi」は、白

コ・ドライブを搭載するとともに、世界4
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蝶貝文字板に流れるようなエッチング
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今年、各コレクションから
「Itʼs

を施し、
夕暮れの空にそよぐ風と桜をイ

で電波を受信し、正確な時刻に修正す

上品で凛としたデザインに、使いや

your time to bloom」
をテーマにした

メージしている。25周年を記念して、各

る多局受信型電波時計と充実した機

すい機能を兼ね備えたレディスウオッ

アニバーサリー限定モデルを発売。“ど

モデルの25分位置に桜の花のワンポ

能を備えている。

チブランドCITIZEN xCから、
ブランド

んな瞬間も自分らしい花を咲かせてほ

イントが添えられた。

誕生25周年を記念したモデルの第2弾

しい”という想いを込め、一日の様々な
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ンボー」が登場した。
アイコニックなモノグラム・パター
ンがデザインされた文 字 盤のイン
デックスには、イエローセラミックで
鮮やかに仕上げた12時位置のLV
ロゴに加えて、それぞれの時間に3
種類のカラーストーン‒̶サファイア、
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ツァボライトを色とりどりに
セッティング。ストラップとしてメゾン
ルイ・ヴィトンのウォッチ

初となる艶 感 のあるオレンジのアリ

コレクション
「タンブール」
の

ゲーター ストラップを組み合わせた、

中でも、一際洗練されたエ

ホリデイシーズンのギフトや自身への

レガントな雰囲気を放つ
「タ

ご褒美にもぴったりなカラフルな限定

モデルにおいて、裏ぶた刻印サービス

ンブール スリム」から、ヴィ

ウォッチ。2 8 m m（ 4 6 2 , 0 0 0 円 ）と

シーンそれぞれに咲き誇る桜を各モデ

（無料）」を
活かしながら、全モデルのケースにサク 「エングレイビングサービス

ヴィッドなカラーリングが目を引く日本

33mm（486,200円）の2モデル、各

ルの文字板で表現した。

ラピンクを採 用した華 やかでクロス

期間限定（2021年10月7日〜12月5

限定ウォッチ「タンブール スリム レイ

200本限定。

「mizu」
は、朝露を帯びて咲く清らか

太陽光発電グリーン電力
購入契約を締結

再生可能エネルギーの活用

セイコーホールディン

た取り組みが進んでいる。その取り組

グ ス㈱ のグル ープ 会 社

みの1つとして、初期投資が不要で、サ

で、電子部品、精密部品

ステナブルに環境問題対策が行える

等を製 造・販 売するセイ

それぞれのコレクションのテイストを

また、同モデルを含めた一部の対象

で実施している。
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ブルガリ・ブルガリ25周年に
コレクション初の日本限定モデル

ホリデーに向けた
ティファニーの日本限定ペンダント

表する。
ヘリテージに日本の情

ティファ

表。虹色に艶めくマザーオブパールが

景 や 文 化 からインスピ

PPAサービスの活用が増加している。

ニーは、
ホ

18Kローズゴールドのサークルペンダ

レーションを得たコレクションを多数

コーインスツル㈱と、芙蓉

今回締結したPPAサービスは、芙蓉

リ デ ー

ントにセットされた新たなデザインとし

保有し、
日本の美と文化に称賛を表し

総合リース㈱は、太陽光

シ ーズ ン

て10月23日より公式オンラインストア

リースがセイコーインスツル仙台事業所

てきたブルガリは、日本への敬意を表

の屋根に、
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発電によるグリーン電力 （宮城県仙台市）

を華 やか

で先行発売、11月6日
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し、
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購 入 契 約（ P PA サ ービ

太陽光発電設備を設置、太陽光により

に 彩 る日

ティファニーブティックにて発売する。
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ス）
を締結したことを発表

発電したグリーン電力をセイコーインス

本 限 定ペ

繊 細でありながらパワフルな“ T ”モ

ゴールド製の円形モチーフに、片面に

した。

ツルが製造に活用し、電力使用量に応

ンダントを、ティファニーを代 表する

チーフは、大切な人との強い絆を象徴

は煌めき溢れるパヴェダイヤモンドを、 「ティファニー T」コレクションより発

の。芙蓉リースがセイコーホールディン

重要な社会課題の1つであり、2050年

がモダンなオニキスがあしらわれ、異

グスグループに提供するPPAサービスと

㈱メルカリは、欧州を中心に

ブルガリ」
ジュエリーの25周年を祝し、 なる2つの表情を見せるユニセックス

のカーボンニュートラルの実現を目指

しては、昨年、
サービス利用を開始した

広がっている持続可能な消費

同コレクション初となる日本限定モデ

なデザインが魅 惑 的な新 作 。価 格は

し、再生可能エネルギーの導入に向け

盛岡セイコー工業㈱に次ぐ二例目。

を促す「グリーンフライデー」に

ルのペンダントネックレスを11月に発

649,000円。

あわせ、11月25日〜27日の期

時代を超え、
自分らしく楽しむ

ンとして公式オンラインショップにて販

ブルガリはアイコニックな
「ブルガリ・

間限定でユーズドアイテムの購

4℃のジェンダーレスライン

売を開始した。
「ジュエリー」＝女性のものである、

創設130余年の歴史を誇る金城学

利用することで、新たな採掘による環境

入を通じて身近なサステナビリ

院（愛知県名古屋市守山区）が、10月

への負荷や輸送時のCo2排出などの

ティが体験できる、メルカリ初

4日から公式オンラインストアで販売す

問題にも配慮している。

の顧 客 参 加 型ファッション実

今回のコラボレーションは、金城学

店舗「サステなストア」
を表参道

院の「サステナブルな社会づ

にオープンするのに合わせ、11

くりに貢献できるものをつく

月 1 日 から 入 店 予 約 を 特 設

りたい」
という想いから実現。

ページで開始した。

という固定観念のある時代を超え、
「自

る
「金城学院オリジナルジュエリー」の

エリーのリーディングカンパニーとし

分の好きなジュエリーを楽しめる時代

て、性別を超えたジェンダーレスジュエ

へ」。4℃ HOMME+を身に着けて、昨

リユース価値を高めるKOMEHYOが

リーライン「4℃ HOMME+」を10月

日よりも自由に自分を彩り、時代の一

名古屋の女子大とリメイクジュエリー

22日よりローンチ。
４℃初のD2Cライ

歩先を行く輝きを届けていく。

製造委託先として、同じ名古屋に本社

高品質でリーズナブルなネックレスが4

を置くリユース企業の㈱コメ兵（愛知

種類登場している。

阪急うめだ本店でポップアップ
新素材用いた「SARARTH」

ジュエリーブランド「SARARTH」

（㈱ミスティー・コレクション）は、ポッ
プアップストアを、阪急うめだ本店1階
シーズン雑貨売り場にて10月に7日間
の期間限定で出店した。

広島ジュエリーブランドWAKOが
広島観光ウェブメディアを開設

㈱エフ・ディ・シィ・プロダクツはジュ

メルカリ初のファッション実店舗

ローバル社会が直面する

もう片面にはディープブラックカラー

している。価格は157,300円。

﹁サステなストア﹂を表参道に

じた料金を芙蓉リースに支払うというも

持続可能な消費を促すイベント

気 候 変 動 問 題 は 、グ

セイコーH
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公募形式で集まった総計で5
万品を超えるファッションアイテ
ムが出品され、SNS上でも
「家
で着なくなった服を再利用でき
ることは良い企画なので出品に
参加します」、
「 ユーズドでも全
然ファションを楽しめる」等、同
プロジェクトに対して多くの人か
ら賛同の声が届いた。
さらに、
タ
レントの 池 田 美 優さんらプロ
ジェクトアンバサダーが厳選し
たアイテムを店頭で販売する。

なおメルカリは、今後も顧客が楽し
みながらサステナブルを身近に感じる

これまで金城学院では、オリジナル

施策を展開し、循環型社会の実現を目

「WAKO」を展開する㈱和光

KOMEHYOが今回提供するジュエ

グッズの収益の一部を寄付金として大

指すとしている。また限られた資源が

が、外国人観光者向けの広島

リーは、
「 状態」や「デザイン」の観点か

切に活用し、経済的に修学が困難な

大切に使われ、誰もが新たな価値を生

観 光 ウェブメディア『 J o y

らもう使われることがないジュエリー

学生や生徒の支援、地域の女性が抱

みだせる社会の実現に貢献したいと考

in HIROSHIMA』
を10月22

を、身に着けやすいデザインにアップサ

える課題を解決するための教育支援プ

え、事業や企業活動を通じて環境や社

日に開設した。

イクルした
「リメイクジュエリー」。世の

ログラム、
また地域の子育てをサポート

会にポジティブな影響を与える様々な

中に既に出回っているダイヤモンドを再

するための活動に役立ててきている。

活動に取り組んでいる。

広島のジュエリーブランド

日本だけでなく、世界中で

県名古屋市中区）が選ばれた。

「観光復興」がテーマにされる
中、
和光では兼ねてから広島で
暮らす人の目線で広島県の魅

力を世界へ発信したいと考え

て、2019年末より広島県在住
の外国人17名とチームを組み

プロジェクトを立ち上げていた。
今回ローンチしたメディア「Joy in

今回、
高硬度PURE SILVER 999 24

Hiroshima」
は、広島在住外国人と広

金
（K24）
プレーティングの2色で展開す

島県民の両視点で展開する
「広島を深

る各アイテムに加え、
「ELLIPSE」
コレク

掘りする旅のストーリー」
をコンセプト

ションの新作「SWAY」
を初公開、数量

に展開する。在住外国人が教える観光

限定で先行発売した。

スポットの楽しみ方や、
日本の日常を身

路傍の
路傍の

カ
カナ
ナリア
ア83

情報の破壊力が
もたらす
「天皇亡命」という未来

天皇の後継者の地位にあるものが、

今度は別の熱量が高じて相手の男性

が魅力的に見えるからであろう。皇族

が「馬の骨」では困ると言い出すのが

の在り方に異質なベクトルが芽生えて

いや天皇そのものが「自分はアフリカ

世の常である。秋篠宮長女の結婚を巡

いるのだ。
その異質なベクトルをもたら

で農業をやりたい」
「 世界中を放浪し

るごたごたはこの構図の中に納まるあ

しているものはモバイル情報機器の進

たい」
「 大学で地球物理学を研究した

りふれた話にすぎないように見える。皇

化であろう。今はもう独裁国家も国家

い」から退位すると言い出す可能性を

室というオプションが付いただけ週刊

権力者も官僚も大企業のトップも情報

「籠の鳥」発言は暗示している。
日本で

誌と噂スズメが騒がしいのであるが。

の流通力そして破壊力の前には無力

は当然認められないとしてアメリカ大

見過ごせないのは長女も次女も自

である。皇室という神域ももちろん例

使館に駆け込み亡命したら
「自由と人

分たちの立ち位置を
「籠の鳥」
と自嘲し

外ではない。皇族生活のある種の密

権」の国アメリカは
「天皇亡命」
を受け

ていることである。

室性と世間との隔絶が天皇制の権威

入れるだろうか。興味深く深刻な問題

「籠の鳥」は大正末期の流行歌で自

のよりどころだとしてもそこを生きる皇

ではある。

由を束縛されている遊女と恋人の会う

族によってその皇族生活が否定され

平成天皇は高齢を理由に退位され

「素材本来の無垢な美しさ」
と
「金属

近に感じることができるローカルスポッ

に会えない心情を唄ったものである。

始めている現実は重い。人と人がSNS

たが、執務不能になるまで天皇であら

アレルギーへの配慮」
を両立した世界

トなどを紹介し、
より多く広島の魅力を

でつながりあう無限連鎖の関係性は

ねばならない「一生天皇制」は天皇の

初の新素材・高硬度PURE SILVER

発信することで国内外の外国人旅行

若い人の恋は一途である。一途であ

結婚への進行が滞って棚ざらしのよう

るがゆえに周囲は見えないし愛しい相

な状態が続いたことへの苛立ちはある

世界を蔽い、ボタン一つでアマゾンも

人権と絡んで必ずその是非を問われ

999を用い、“PURE SILVER FOR

者を増やしていく考えだ。

手すら見えていないものだ。
まさに
「恋

にせよ皇室の生活が「籠の鳥」
と例えら

アルプスも灼熱の沙漠も見てしまうこ

る時期が来る。結婚を巡る小さな話は

SKIN, PURE LIGHT FOR ALL. 肌

また、将来的には広島県以外の中国

は盲目」。愛の蜜月が終わり生活の現

れるほどに制約があるかというと違和

とが可能になった時代。なんと世界は

女系男系議論よりもはるかに天皇制

によりそう光 高硬度ピュアシルバー”

地方の各県へエリアを拡大させ、広島

実がなにがしかの悔恨と諦念をもたら

感がある。彼女たちは我々と同じ大学

刺 激に満ち自由に語り合うことにタ

の基盤を揺さぶっている。

をフィロソフィーに掲げるSARARTH。

をハブとした中国地方全体の観光エリ

しよく観察すれば相手は「凡庸な石こ

に通いそれなりに友人との交流もあり

ブーがないことか。彼女たちが「籠の

今年4月の発売以来、
シルバー本来の

ア拡大と地方創生への貢献を視野に

ろ」
であったとしても後戻りはできない。 国民から見ればうらやむべき質の生活

鳥」
と自嘲するときそれは
「あの大空へ

貧骨

美しさを引き立てる、
ミニマルでジェン

入れている。
なお、2022年には中国・香

結婚とはそういうものであるが、
さて自

を保障されている。にもかかわらず「籠

飛び立つ翼をください」
と叫んでいると

cosmoloop.22k@nifty.com

ダーレスなデザインを表現してきた。

港・台湾向けの中国語版を開設予定。

分たちが親になり娘の結婚ともなると

の鳥」
と感じるのはそれだけ外の世界

解釈しなければならない。

