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誕生35周年記念限定モデル第3弾
新開発のデュラテクトDLCブルー

「シチズン アテッサ」Act Line

ら、ベゼルやバン

tion」
は、
スーパーチタニウム™が宇宙

刻情報のみの受信では、世界最速レベ

ドの中駒に新 開

へ飛び立っていくことに思いを馳せ、美

ルの「最短3秒」で受信、ホームタイム

発のデュラテクト

しく輝く宇宙をイメージし誕生した。

の時針と分針を高速で稼働し時刻を

DLCブルーを施

ベゼルやバンドに施した新開発の

表示する光発電エコ・ドライブGPS衛

した数 量 限 定 3モデルが

DLCブルーは、デュラテクトDLCの特

星 電 波 時 計 の 最 上 位 ムーブメント

11月10日より発売される。 性を維持しつつ独特の深い青色を実

F950を搭載している。AT8187-75E

価格は132,000円〜

現した表面硬化技術だ。
シャボン玉が

は、DLCブルーをベゼルとバンドの中

319,000円。

虹色に見える現象と同じ
「薄膜干渉」
と

駒に、CB0217-71EはDLCブルーをベ

シチズンがコーポレー

いう原理に着目し、高度なDLC成膜技

ゼルに施した。
どちらも機能面ではりゅ

トパートナー 契 約を結ぶ

術を用いて開発。長きにわたり表面硬

うずのみの簡単操作で、世界26時差の

㈱ispaceの民間月面探査

化技術デュラテクトに取り組んできたシ

時刻とカレンダーを表示するダイレクト

キズに強
プログラム
「HAKUTO-R」 チズンだからこそ実現できた、

フライトを備えたエコ・ドライブ電波時

のランダー（月着 陸 船 ）の

く、滑らかな触り心地と美しいブルーの

計。3モデル共に、文字板には漆黒の

着陸脚パーツには、シチズ

色調を兼ね備えた魅力的な3モデル。

宇宙空間に浮かぶ星々をラメで表現
し、限定ならではの美しい仕上がりに。

ンのスーパーチタニウム™が使用され

CC4066-69Eは、DLCブルーをベ

活躍するビジネスマンをサポートする

ている。
「 HAKUTO-R」は、今年末頃

ゼルとバンドの中駒に施し、針やイン

デュラテクトDLCの艶のあるブラックカ

『CITIZEN ATTESA』
ブランド誕生

に打ち上げを予定しており、11月10日

デックスのシルバーカラーとのコントラ

ラーに、美しいブルーが映えるコレク

35周年記念第3弾として、ACT Lineか

に発売する
「Blue Universe Collec-

ストが美しい仕上がり。機能面では、時

ション。

年に55周年を迎えることを記
念し、
『ウルトラセブン』
とのコラ
ボレーションモデルを2023年
1月13日より世界限定3,400本
で発売する。価格は51,700円。
コンセプトは 、
「もしも5 ス
ポーツが“ウルトラ警備隊の正
式支給品”だったら…」。
初代5スポーツをオマージュ
し、当時のベゼル表示板とダイ
ヤルのデザインを現代的にアレ
ンジした特 別なモデル。また、
『ウルトラセブン』に登場するウ

ウルトラセブンとのコラボ限定を発売

セイコー 5スポーツが、2023

ルトラ警備隊を示す「Terres-

2023年に 周年迎える
﹁セイコー5スポーツ﹂

最先端技術を搭載し、
グローバルに

2022年
（令和4年）10月15日

（3）

を採用。クラシカルなデザイン
を再現している。
また、オリジナルを想起させ
る力強い時分針とワイドなイン
デックスを採用。センターのク
ロノグラフ針は、
ダイヤル外周の
目盛りまで届く長さを確保し、
判読性を高めている。
さらにセ
ンターのクロノグラフ針と6 時
1969年、世界で初

位置の分積算針を赤いカラーに統一

めて垂直クラッチを搭

することで、経過時間を瞬時に確認で

載した自動巻きクロノ

きる仕様にし、判読性を追求している。

グラフ「スピードタイ

12か所すべてのインデックスと時分針

マー」を発売したセイ

にルミブライトを塗布することで、暗い

コーの「セイコー プロ

場所でも容易に時刻を読み取ることが

スペックス スピードタ

できる。

イマ ー 」か ら 、ソ ー

緻密な筋目と鏡面の仕上げ分けを

ラークロノグラフ機構

施したケースとブレスレット、カーブサ

を備えたレギュラーモデル3機種が11

ファイアガラスを組み合わせ、スポー

インデックス

インを踏襲したストラップは、
グレー／

月 1 1 日より発 売 される 。価 格 は 各

ティーかつクラシカルな印象を与える

と時分針、秒

白 ／ 黒 のモノトーンで 構 成 、さらに

79,200円。

デザイン。ブレスレットはかん足 から

の文字
針にルミブラ 「Terrestrial Defense Force」

1969年〜1970年代当時、人気を

バックルにかけてシェイプを効かせると

さながらウルトラ警備隊の正
イトを施し、 が記され、

博したスピードタイマーの特徴的な意

共に、適度な厚みと重量感を備え、高

夜 間の判 読

式支給品のような装いを演出している。

匠「2色アルミニウム製ベゼル表示板」 い装着性を実現している。

性 をサポ ー

セイコー 5スポーツは1968年に誕

ト。
また、ベゼ

生し2023年に55周年を迎える。日本

され話題となっている。価格は36,300

ル表示板の

製のメカニカルムーブメントを搭載する

〜38,500円。

12時位置に

カジュアルウオッチブランドとして、約

施すことで、
ウルトラセブンの額のビー

半世紀にわたり世界中の人々に親しま

年に遡り、その年の10月14日に新橋

れ、今なお、機能とデザインの両面で独

（東京都）
と横浜（現 桜木町、神奈川

55

trial Defense Force Ul-

スピードタイマー創成期をオマージュ
セイコープロスペックスから
ソーラークロノグラフが登場

第2465号

tra Guard」、通称「TDF-UG」 ムランプをイメージしている。

日本の鉄道開業は、1872（明治5）

の文字を6時位置に配置した。

ウルトラ警備隊のアクティブな活動

自の進化を遂げるブランド。多様な価

県）の両停車場で開業式が行われ、翌

ウルトラ警備隊が使用する

に相応しいナイロンストラップを採用

値観が飛び交う現代を象徴する“5つ

10月15日からは新橋〜横浜間の旅客

メカのようなメタリックな質感

し、隊服の上からも装着可能な仕様に

のスタイル”をコンセプトに5つのコレク

列車の運転が開始。
そして、今年10月

ションを展開している。

14日に鉄道開業150年を迎えた。

をもつシルバーダイヤルには、 仕立てている。隊服のカラーリングデザ

同モデルは、鉄道開業150年を記念

「所ジョージの世田谷ベース」
とコラボ

独自のユニークなデザ
イン性により高い評価を

証として、
ダイヤルの6時位
置に大胆に配置している。

した限定モデル。150年の歴史の中で

鉄道開業150周年記念に

数 多くある車 両 の中か

得ている「セイコー プレ

セイコープレザージュからカスタムウオッチ

ザージュ」のデザインシ

ルのベース色に

ストを表現。当時の雰囲気を彷彿とさ

たには、
「 Limited Edition」の表記と

リーズ『Style60ʼs』
と雑

採用。縦方向に

せるボックス型のガラス素材は、特殊

シリアルナンバーに加え、所さんが描

誌『所ジョージの世田谷

金 属 光 沢が 流

強化処理を施した無機ガラスを採用

いたチャーミングな「HIYOL」のイラス

ベース』のコラボレーショ

れ、シルバー部

し、実用性に優れつつ、道具のぬくもり

トを印刷している。

ンモデルが11月11日より

には 円 周 状 の

感を演出する。

バイクの部品の輸送箱を彷彿とさせ

チーフにした、
コンビネーションウオッ

201系、2016年から営業運転を開始

発 売 さ れ る 。価 格 は

ハイライトが走

所さんを象徴する
「97」
とオリジナル

るスペシャルボックスを今回のモデル

チ
「アナデジテンプ」3モデルの受注生

した山手線E235系の3車両をモチー

る複雑な仕上げ分けを施している。
ダイ

キャラクター「HIYOL（ヒヨエル）」
を組

のために製作。所さんの心憎いエッセ

産による予約販売が9月21日から
「シ

フにし、それぞれの車両のカラーや外

所さんが所有するヴィンテージバイ

ヤルの表面を樹脂で覆い、
さらに美し

み合わせ、所さんの秘密基地「世田谷

ンスを心地良いバランスで盛り込み、

チズンウオッチ オフィシャルサイト」
と

装の特徴を、
ケースやベルト、文字板デ

クのカラーをオマージュした本作は、見

く磨き上げる贅沢なラップ仕上げによ

ベース」
をイメージした、
ステンシル調の

抜け感のあるヴィンテージウオッチに

「TRAINIART JRE MALL店」
で開始

た目に鮮やかなライムグリーンをダイヤ

り、懐かしくも新鮮なヴィンテージテイ

オリジナルロゴを作成。
カスタムモデルの

仕上げた。

71,500円、数量限定970本。

シースルー仕様の裏ぶ

1972年誕生

イヤル、6 時

イヤーとポルシェのロゴを添え、ポル

だタグ・ホイヤーとポルシェは、共同プ

の スポ ー ツ

位 置 にパ ー

シェの3 本スポークのステアリングホ

ロダクトデザインの第4弾として、2022

カー の 特 徴

マネントセコ

イールをイメージしてデザインされた

年に誕生50周年を迎える、初めてカレ

を備え、美し

ンド カ ウ ン

ローターをサファイアクリスタルのケー

ラの名を冠したポルシェ 911 カレラ

いツートンカ

ターとデイト

スバックから鑑賞できる。
ブルー エディ

RS 2.7を祝い、両社のクリエイティビ

ラーが特長。

ウィンドウを

ションは限定500本、XXX /500の刻印

ティを集結させたタイムピース2モデル

4 2 m m のタ

採用した。約

入り。
価格は935,000円。

を新たに発表した。

グ・ホイヤー

80時間パ

レッドエディションはさらに希少な

ワーリザーブ

250本限定、XXX /250の刻印入り。

を備え、クロ

洗練されたケースをはじめ、
リューズ、

ノグラフの中

プッシャー、ねじ込み式サファイアクリ

ントなトリコンパックスの配置、3時と

でも最先端のムーブメントである自社製

スタルケースバックもK18ローズゴール

9時位置にクロノグラフの時分サブダ

キャリバー ホイヤー02を搭載。
タグ・ホ

ド製。価格は2,722,500円。

2種類の
「タグ・ホイヤー カレラ × ポ

カレラ クロノ

ルシェ RS 2.7」は、時代を超えた名作

グラフをベー

である1 9 6 3 年 誕 生のクロノグラフと

スに、エレガ

ポルシェ911カレラRS2.7誕生50周年
タグ・ホイヤー×ポルシェRS2.7

ノモス・グラスヒュッテ
表参道

ブティック限定モデルを発売

9月に日本初のノモス・ブ

前までのモデル。今見ても古さを感じさ

ティックが表参道ヒルズ地下

せないのは、
バウハウスの精神に基いた

3 階にオープンし、それを記

機能的なシンプルデザインを創業以来

念してグラスヒュッテの工房

一貫して変えていないからと言える。

シチズンコレクション

開業時にイギリスから輸
入 され た 1 号 機 関 車 、

『シチズンコレクション』から、鉄道開

1979年のデビュー以来、およそ30年

業150年を記念して、鉄道の車両をモ

にわたって中央線を駆け抜けた中央線

TiCTAC﹂の
周年
﹁SEIKO ×
人気モデルに待望のネイビーダイヤル

2021年にパートナーシップを結ん

人気車両モチーフにした
「アナデジ」

ら、新橋〜横浜間の鉄道

35

ザインなどで表現している。
テージ感やモダンなテイ
ストを加えたNEWクラ
シックスタイル。腕時計
を所有する喜びや楽しさ
を味わえる機械式自動
巻のモデルをラインナッ
プ、
初回生産分は発売か
ら間もなく完売した。

セレクトショップ「 T i C -

そして追加生産の度に完売を繰り

TAC」は、2019年の35周

返している人気のメタルブレスモデル

年記念に、セイコーに別注

に、待望の新色ネイビーダイヤルが登

した機 械 式 腕 時 計の新 作

場する。価格は55,000円。

を11月下旬に発売予定（予
約受付中）
だ。
セイコー メカニカルモデル

試作を重ねてたどり着いたネイビー
は漆黒の夜空のように深い色合い。
ク
ラシックなベンツ針と焼け感のある夜

の伝統的な形状を踏襲した

光塗料がヴィンテージウォッチのよう

デザインをベースに、
ヴィン

な趣き、味わいを醸し出している。

オンタイム
・ムーヴとTiCTAC
それぞれの限定商品を発売

と共に、
時計専門店TiCTAC限定モデル
100本も同時に発売開始した。

で大切に保管されていた過

その一方で2005年以前のモデルで

去の希少なアーカイブモデル

は、現在も主力の手巻きムーブメントと

の点検調整を行い、数量限

して 高く評 価されている。
「α（アル

定で発売している。

ファ）」の一世代前の姿を確認すること

㈱ ウ エ ニ 貿 易 の 時 計 ブ ランド

を実施。オンタイムは橋本還奈さんの

ができ、
ノモスファンならずとも時計好

「Angel Heart」
は、10月7日にオンタイ

非売品最新ビジュアルB2ポスターを

販 売される「レアリティー
ズ」
は、2005年以前から10年

きの人にとって必見の時計だ。

ウエニの「Angel Heart」

ム・ムーヴ限定モデル100本の発売開始

TiCTACでは店頭で橋本還奈さん
の非売品グッズが当たるキャンペーン

プレゼントしている。

