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セイコー プロスペックスから、㈱
ゴールドウイン（東京都渋谷区、渡辺
貴 生 社 長 ＝ 東 証 一 部：コード 番 号
8111）が展開するアウトドアブランド

ものづくりへの姿勢と地球環境への想いを共にする
「ヘリーハンセン」
とのコラボモデルが登場
セイコープロスペックス

「HELLY HANSEN」
とコラボレーショ

める機能的なデザイン。同作ではそのフ
ラッシュイエローを、腕時計が問題なく
作動していることを確認する重要な役
割を持つ秒針に採用した。
ダイヤルの6時位置とりゅうずにさり
げなくヘリーハンセンのロゴマークを

ものづくりへ

ンモデルに仕

あしらった。
また、裏ぶたには「HELLY

ヘリーハンセンは、1 8 7 7 年にノル

の姿 勢 、そし

上げている。

HANSEN LIMITED EDITION」の

ウェーで誕生したアウトドアブランド。創

て地 球 環 境

セーリング

文字とシリアルナンバーを記すなど、
コ

業以来140年以上にわたり防水テクノ

への想い。多

ジ ャ ケ ット

ラボレーション限定モデルならではの

ロジーを追求し、
自然と対峙しながら共

くの共通点と

「Tactician

仕様。
また、表面素材に地球環境に配

存できる革新的な製品を開発してきた。 親 和 性 を持

GORE-TEX

慮したリサイクル素材を使用したスペ

プロスペックスとヘリーハンセンは共

つ両ブランド

Race Jacket

シャルボックスが付属する。

に長い歴史の中で地球や大自然に鍛

のコラボレー

HH12050」

えられながら弛まぬ進化を続け、過酷

ションが実現した。

を 手 掛 ける

発売される。価格は165,000円。

なお、
プロスペックスはヘリーハンセ
ンが主催する
「H2Oプロジェクト」の取

同作は伝説の冒険家・植村直己氏

とブレスレットにブラック硬質コーティ

り組みのひとつである、海洋浮遊ゴミ回

フェッショナルから高い評価と信頼を

が愛用していた
「1970 メカニカルダイ

ングを施し、耐摩耗性を高めるハイア

収機「SEABIN（シービン）」
による海洋

得てきた。
またプロスペックスは「Save

バーズ」の現代デザインで、同モデルの

ブレーション加工がなされたジャケッ

廃棄物の回収活動に共感し、ヘリーハ

the Ocean」、ヘリーハンセンは
「H2O

持つストーリーと機能性にヘリーハン

トの生 地を表 現 。また、ダイヤルもブ

ンセンに対し
「SEABIN」
を寄贈した。寄

プロジェクト」の名のもとに、豊かな海

センも強く共感し、ベースモデルとして

ラックカラーを採用し、統一感のある

贈した
「SEABIN」
は日本有数の歴史と

を未来に残す環境保全活動を行って

採用。オーバーナイトの外洋レースで

すっきりとシャープな印象に仕上げた。 伝統を誇る葉山マリーナに近日中に設

いる。

高いパフォーマンスを発するヘリーハ

セーリングジャケットのフード部分に施

置され、海をきれいにする取り組みを推

技術に裏付けされた高い機能性を

ンセンのセーリングジャケットの機能的

されたフラッシュイエローの配色は、緊

進していく予定だ。設置及び稼働の様

備えた製品、
プロフェッショナルツール

な色彩を取り入れた、機能美際立つコ

急時における海面での被視認性を高

子は特設サイトにて後日公開される。

シリーズより
NEXTER

セイコーアストロン

新たな輝き放つ
スポーティデザイン

をカラーモチーフとした同作は、
ケース

な 環 境 下 で 活 動 する世 界 中のプロ

グランドセイコー

ラボレーショ

ンした数量限定モデルが10月7日より

燦然と輝くセイコースタイルに
革新的素材用いたレギュラーモデル

第2463号

2022年（令和4年）
9月15日

（3）

を放つ先進素材が、2020
年に誕生した次代を担う
革新的なメカニカルムーブ
メント
「キャリバー9SA5」
に調 和し、5 5周年を迎え
た
「44GS」
デザインを美し
く際立たせる。
古くから岩手山に訪れ
る春の雪解けが、人々に新
「 グ ランド セイ

たな季節の始まりを告げていた。新作

グランドセイコーの機械
コー」
より、
「44GS」 のダイヤルは、
55周年を機に、次

式モデルを製造する
「グランドセイコー

代を担う革新的な

スタジオ 雫石」から望む、雄大な岩手

メカニカルムーブメ

山からインスピレーションを受けて生

ントを搭載し、世界

まれた。繊細な型打ち模様の陰影と、

最高レベルの耐食

シルバーに近い淡いブルーの色調で、

性を備えた特別素

岩手山に訪れる春の雪解けを表現し

材『エバーブリリア

ている。光の角度により表情が幾重に

ントスチール』を採

も変化し、エバーブリリアントスチール

用したレギュラーモ

の白く輝くケースと調和する美しいモデ

デルが10月7日より

ルだ。

発売される。価格は1,100,000円。
同作は、グランドセイコーのレギュ

※この素材は、一般的な高級腕時計
に使用されているステンレススチールの

ラーモデルとして初めて、ケースのみな

1.7倍のPREN（Pitting Resistance -

らずブレスレットにも世界最高レベル

Equivalent Number：孔食指数）値

新しい未来を切り拓き、ひと際輝く

シュなモデル、
ブルーダイヤルに光沢感

の耐食性を備えた
「エバーブリリアント

を有している。PRENは、金属の腐食耐

ユーザーの姿をイメージし、
「NOVA（新

のあるブルーセラミックスを組み合わ

スチール」
（※）
を採用。白く美しい輝き

性の評価に広く用いられている指標。

星）」をデザインモチーフに採用。GPS

せたクールなオールブラックモデルの3

ソーラーモデル（左）は放射状の、
ソー

つのカラーバリエーションを用意。

ダイヤルパターンで表現。共にシャープ

10代〜20代の女

チーフをふんだんに

ソーラー電波モデルには、
知性的なホ

の子にときめきを提

あしらっ た 文 字 板

ワイトダイヤルにブラックセラミックスを

案する「 w i c c a 」か

で、その世界観を表

さりげないブルー
な時針、分針にルミブライトを採用し、 組み合わせたモデル、

ら、沢山のファンに愛

現。2時と8時位置に

のアクセントを加えたブラックダイヤルモ

されるディズニーアニ

ハートの女王の庭に
出るための鍵と鍵穴

ラー電波モデル（右）
はプリズム模様の

夜間でもストレスのない見やすさ。

デル、
ピンクゴールドの差し色が映えるラ

メーション
『ふしぎの

セイコー の

ザインコンセプトに、ニューノーマルな

グジュアリーなモデルといった、
３つのカ

国のアリス』
スペシャ

を配置。
キーヘッドと

先進性を象徴

時代に活躍する
「次世代リーダー」の

ラーバリエーションを展開している。

ルモデルが数量限定

鍵 穴にはクリスタル

するセイコー

相棒として、ユーザーの強い志と調和

NEXTERシリーズの新しいスポー

で1 1月に発 売され

ガラスが使用されて

ア ストロン

との共存を、先進テクノロジーとスタイ

ティデザインを特別な輝きで際立たせ

る。価 格は3 3 , 0 0 0

いる。
トランプ兵をイ

リングで表現している。

る、数量限定モデルも登場。
デザインモ

円、
限定1000個。

メージした1 2 時 、3

「NEXTER（ネクスター）」シリーズ 第

時 、6 時 、9

2弾として、スポーティな新デザインを

NEXTERシリーズ 第2弾は、
カン足

チーフは「SUPER-NOVA（超新星爆

スペシャ

10月7日より発売する。
レギュラーモデ

を大胆にそぎ落とし、着け心地の良いソ

発）」。漆黒の宇宙をイメージしたオー

ルモデル

ディズニー「ふしぎの国のアリス」 時 位 置 の

ル6種と数量限定モデル2種が登場し、 リッドな造形を追求することで、洗練さ

ルブラックのケースに、
その力強い輝き

は、主 人 公

切 分（ きり

れたスポーティデザインに仕上げた。
そ

を、濃いパープルをベースとしたラメ入

アリスの髪の色を思わせるウォーム

ふん）は、ハート、スペード、
ダイヤ、
クラ

253,000円〜275,000円、
ソーラー電

の形状を際立たせるエッジを効かせた

GPSソーラーモデルには、
ホワイトシ

りのグラデーションでダイヤル上に表

ゴールドカラーのケースとバンドで、バ

ブをそれぞれに配置。大きなハートが

波モデルが165,000円。

ブレスレットと美しいセラミックスベゼル

ルバーダイヤルにブラックのセラミック

現している。
「 SUPER-NOVA」が持つ

ンドは人気のバングルタイプでアクセ

目をひく秒針はハートの女王をイメー

により、艶やかな高級感と軽やかさを実

スベゼルを組み合わせた知的な印象

圧倒的なエネルギーを彷彿とさせる青

サリーのような仕上がりに。

ジしている。
さらに、
プレゼントに最適な

年の節目にスタートしたNEXTERシ

現。硬度の高いセラミックス素材により、 を与えるモデル、サブダイヤルのブルー

く発光するルミブライトを、
インデックス

リーズ。
「 Solidity & Harmonic」
をデ

傷つきにくく耐久性にも優れている。

価 格 はG P Sソーラー モデルが

GPSソーラーウオッチ誕生から10周

伝統と地域の価値

ててもらいたい。

がブラックダイヤルに映えるスタイリッ

『ふしぎの国のアリス』に出てくるモ

オリジナル限定BOX付き。

と時分針へ特別に採用した。

ドイツにおける果樹園の栽培は、ユ

シュミット氏が掲げるもうひとつの目

ネスコの無形文化遺産に指定されて

標（全部で6つある）が、
「 人と自然がと

いるという点において重要だ。牧草地

もに成長することを目指す」
というもの

の果樹園は、果物の品種の多様性と保

であることは、
まさに時宜にかなってい

すべての業界でサステナビリティに

や種類は、企業そのものと同じように多

存を保護し、文化的景観を形成してい

る。
この理論的原則は、シュミット氏に

関する取り組みに関心が寄せられてい

様である。60年以上にわたって
「クロッ

る。
しかし残 念ながら2 0 世 紀 半ば以

よって、具体的なサステナブル活動にも

る。時計業界では素材や作り方につい

ク、腕時計、技術性の高い時計の製造

降 、ヨーロッパでは果 樹 園の数が 減

形づくられた。

て注目されることが多いが、
ジン社では

と販 売 」に携 わってきた会 社 のオー

少。
これは、人々にとっての文化的な体

『本社では、手入れのいらない緑から

果樹園の保護をその目的の一つに挙

ナーが「果樹園の保護と発展」を会社

験空間だけでなく、動物や植物にとっ

脱却しました。
その代わり、私たちは、駐

げている。
そのユニークな活動をヒント

の目的の一つに挙げているのは、不思

て生態学的価値の高い生息地が消滅

車場の間にエスパリエの果樹を植え、

に今後のサステナブルな考え方に役立

議な感じがするかもしれないが、
ドイツ

しつつあることを意味している。果樹園

敷地内には果実のなる低木や樹木を

のフランクフルトにあるジン社 の

の栽 培は、エンジニアの資 格を持つ

植え、
あらゆる種類の昆虫の楽園としま
した』
と説明。従業員はいつでも好きな

オーナー、
ローター・シュミット氏に

シュミット氏のような実業家による自発

とっては、
このような活動への参加

的な取り組みによって維持されている。 ときにここで果実を収穫することができ

は当然のことであり、彼の考えるサ

彼は、いくつかの牧草地の果樹園を取

るそうだ。将来的には、果樹の剪定を学

ステナビリティと完全に一致してい

得する機会を得たとき、
すぐにこれをジ

ぶコースも設け、伝統の技を守り、
より

るのだ。

ン社によって行う決断を下した。

多くの人に伝えていきたいとしている。

が戻らないように、
同じ模様は
二度と表れない。
この腕時計
を身に着けた人に「かけがえ
のない一瞬一瞬を大切に過
ごして欲しい」
という想いを込
めて、万華鏡の儚くも美しい世
界観を腕時計で表現した、特
別な限定モデルとなっている。

万華鏡の幻想的な
煌きを表現した
ホリデーシーズン限定モデル

企業の目的、す
なわち活動の分野

ドイツ・ジン社のユニークな取組み

ウィッカから数量限定で11月に発売

幻想的な万華鏡の世界を、
「セイコー ルキア」 柔らかい光沢を持つ白蝶貝ダイヤルで
から、万 華 鏡の世 界

表現し、腕時計を傾けるたびに変化す

を表 現したホリデー

る表情を楽しめる。

シーズン限 定モデル

SSQV110は、
クリアな輝きが美しい

（全2機種）が10月7

ラボグロウン・ダイヤモンドを4か所に

日より発売される。価

セッティングし、上品でレディな印象に

格は71,500円〜

仕立てた。SSVW204にはピンクや黄

99,000円。

色のクリスタルガラスを5か所にあしら

万華鏡は内包する
オブジェクトの種類や

い、愛らしいフェミニンな印象に仕上げ
ている。

■夏終わりに気になる汚れや痛み

で開始。
ベルト購入が10％OFF、今なら

のが腕時計のベルト。
チックタックでは

ベルト洗浄に除菌サービスが付き、
夏に

秋に向けての手入れを勧めている。愛

腕時計のセレクトショップ「チック

痛んだベルトをリフレッシュして、今使う

用の腕時計を長く快適に使い、楽しむこ

をテーマに万華鏡を
り様々な模 様を映し 「ルキアと刻む時」

タック」が、汗や皮脂で傷んだ腕時

腕時計を大切に長く使おうと呼びかけ

との提案になる。多彩なカラーや風合い

出す。美しい模様と煌

製作。覗いた時に見える華やかで美し

計ベルトをメンテナンスするキャン

ている。

を楽しめるレザーベルトでイメージチェ

めきは、傾けた瞬間に

い模様をスペシャルボックスにデザイ

姿を変える。過ぎた時

ンした。

にベルトのメンテナンスを

ペーンを9月1日から全国のショップ

夏が終わると汚れや痛みが気になる

ンジも楽しめる。

セイコールキア

色彩、
ミラーの枚数と
角度の組み合せによ

同作のスペシャルボックスは万華鏡
アーティストの小林綾花氏がデザイン。

