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シチズン3ブランドから限定ペアウオッチ
光発電エコ
・
ドライブ電波時計搭載

道」をデザインテーマに海に映る月光
のきらめきを表現。デュラテクトピンク
を施した3連ベゼルデザインは夜空に

CITIZEN

優しく輝く満月のシルエットをイメージ

雪のようなラメが

した。暗い夜の海に反射する月光をイ

美しくきらめくブ

メージした美しいダイヤルは、表と裏か

に向けた3つの限定ペ

ルーの文字板と、

ら短冊状の彩色を施した白蝶貝を用い

アウオッチが11月に発

イエローゴールド

て仕上げた。
メンズモデルのサブダイヤ

売される。

の秒 針が二 人の

ルとレディスモデルのサン＆ムーン機

Silent Snowが

時 間 をロマン

能に、月あかりに照らされる夜空をイ

テ ー マ の「 D E A R

ティックに彩る限

Collection」
（ 価格各

定モデルだ。
メン ズ モ デ ル

1 1 5 , 5 0 0円、数 量 限

クロスシーのペアウオッチは、
コツコ

メージした青を用いている。
レディスモ

ツと靴音が響く石畳に、中空にかかる

デルの文字板は、8ポイントのダイヤモ

月が優しい光を投げかけている夜のパ

ンドが華やかな輝きを放つ。

そんなイメージを表現した限定モデ
（左）
の
『アテッサ』 リ、

定 各 2 , 0 0 0 本 ）、

グランドセイコー

シチズン時 計 ㈱ か
ら、ホリデーシーズン

信州の情景﹁朝ぼらけ﹂を表現した
手巻きスプリングドライブモデル
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るホワイトダイヤルで
表現した。
時 刻の判 読 性を
高めるために分針と
秒 針は手 作 業で曲
げ ら れ 、緩 や か な
カーブを描いてダイ
ヤルとの距離を最小
化している。ガラス
グランドセイコーか

は、オリジナルの44GSと同様にボック

ら、
「 朝ぼらけ」の情景

スガラスを採用。
クラシカルな雰囲気を

を表現した
「44GS」現

味わえるだけでなく、ガラス縁の厚みを

代 デ ザインのレギュ

抑えることで時計全体の重心を下げ、

ラーモデルが、12月9

心地よい装着感を実現している。

日より発売される。価

同作に搭載された手巻のスプリング

Night walk in Parisがテーマの
『シチ

は、ベストセラーモデルをベースに、空

ル。
ウォームグレーの文字板には石畳

ズン クロスシー』ペア
（価格各66,000

から雪が降る情景を文字板と見返しリ

をイメージしたパターンを描き、
月あか

円、数量限定各1,800本）、月の道が

ングのグラデーションで表現。
レディス

りや街灯にきらめく様子をゴールドカ

夜が明け、おぼろげ

は、
「 信州 時の匠工房」製で、
ひとつの

テーマの『シチズン エクシード』ペア

モデル（右）の『クロスシー』は、深みの

ラーのカットパーツで表現。
レディスモ

に空が明るくなっていくころ、
「 朝ぼら

香箱のなかに2つの動力ぜんまいを用

あるブルーにきらめくラメを散りばめ、 デルの12時位置には、石畳を優しく照

け」。同作は、朝もやの向こうに山々の

いたデュアル・スプリング・バレル機構

ハラハラと美しく舞う雪を表現した。文

らす月をイメージして、
ラボグロウンダイ

目覚めを感じるような、信州の朝の情

により、72時間のパワーリザーブを備

DEAR Collectionは、人気ブランド

字板にセットした5ポイントのラボグロ

ヤモンドをセットした。

景を、繊細な型打ち模様と透明感のあ

えている。

「CITIZEN ATTESA」
と
「CITIZEN

ウンダイヤモンドが、上品な輝きを放

（価格各231,000円、数量限定各300
本）。

xC」のペアウオッチ。静かに舞い落ちる

時を愉しむための
﹁カンパノラ﹂

グランドコンプリケーション 周年記念
限定2モデルが登場
20

エクシードのペアウオッチは、45周
㈱大

年を記念した限定ペアウオッチ。
「月の

つ。
迎えたことを

愛 称 で 親しまれている「 D W -

記 念し、限 定

6900」
をベースモデルに、八村選

２モデルが発

手の出身地、富山県の立山連峰

売される。

をデザインモチーフとした耐衝撃
ウオッチ。

「皨雨（ほし
のあめ）」
と名

立山連峰の等高線を文字板に

付けたA H

レイアウトしたほか、バンドは白を

4086-05Eは、

基調にライトブルーのプリントを施

漆黒の宇宙に

し、冠 雪した雄 大な山 並みを表

見立てた漆塗

現。シグネチャー

時を愉しむためのウ

りの文字板に金色粉を蒔いて星々の瞬

オッチブランドCAM-

く様子を表現した。
「蒼波（そうは）」
と名

PANOLAの「グランド

付けたAH4086-13Lは、
はるかに広が

コンプリケーション」 る大海原をイメージし、金属粉を練り込

八村塁選手シグネチャーモデル第3弾

出身地・富山の立山連峰がモチーフ
耐衝撃ウオッチG-SHOCK

モデルにふさわし
く、風 防に「 R U I
HACHIMURA」

耐衝撃ウオッチG-SHOCKから、
プ

と名前を配し、八村選手のオリジナル

登場20周年を記念す

んだ青漆の文字板に、金色の五徳リン

ロバスケットボールプレイヤー八村塁

ロゴ“Black Samurai logo”を裏蓋や

る数 量 限 定 2 モデル

グを合わせて波間に月あかりがきらめく

選 手 の シグネチャ ー モデル 第 3 弾

液晶のバックライト、専用パッケージに

が 、1 2 月8日に発 売される。価 格 は
506,000円と517,000円。各120本の

様子を表現している。
両モデルとも明るく透き通るような

あしらっている。

『DW-6900RH』が、11月25日より発

色調が魅力の表面硬化技術デュラテ

八村選手は、所属チームのワシント

クトプラチナを施したステンレスケース

ン・ウィザーズのみならず日本代表チー

メージさせる白とライトブルーでまとめ

ンは、
ミニッツリピーター、
ムーンフェイ

に、LWG（レザーワーキンググループ）

ムでも中心メンバーとして活躍するプ

た爽やかなモデルだ。

ズ、パーペチュアルカレンダー、
クロノグ

認証のワニ革バンドをあわせている。

ロバスケットボールプレイヤー。カシオ

八村選手は、
「今回、
第3弾のモデルは

カンパノラのグランドコンプリケーショ

また裏ぶたにはリミテッドエディション

計算機㈱では2019年11月より八村選

僕にとって思い出のある地元の富山の

た、
カンパノラを代表するモデル。2002

ナンバーとグランドコンプリケーション

手とのグローバルパートナーシップ契

立山連峰をイメージして、鮮やかな色合

年にグランドコンプリケーションが初め

20周年記念限定モデルの刻印が入る

約を締結し、
サポートしている。

いと立山の最高な景色をモチーフとして

てコレクションに登場してから20周年を

特別なモデル。

デザインしました。皆さんも喜んでくれる

だ3つのインジケーターから“3つ目”の

と嬉しいです！」
とコメントを寄せている。

セイコータイムクリエーション
㈱から、
ミッキーマウス音声入り
より販売される。価格はオープン
価格。販売目標は年間5,000台。
特長は、遊び心あふれる楽し

ルトン』
シリーズ第二弾として、新色
ター公式オンラインストア・with ORIENT STAR限定で発売される。
シリーズ最新作は、自然を連想
させる落ち着きあるグレイッシュな
アースカラーのグレージュとオリー
ブの2モデル。柔らかいカラーリン
グはリラックスした雰囲気を与えな

セイコータイムクリエーション

目ざまし時計1機種が11月25日

Orient Starの『レイヤードスケ
２モデルが11月25日より、
オリエントス

『DW-6900RH』は、文字板に並ん

ミッキーマウスで元気におめざめ

Orient Star
人気モデルに
グレイッシュカラーの
新色

いデザイン。
ミッキーマウスの抱え
るレトロ調のテレビ、その画面に
は今にもあふれ出しそうなバブル
が映っている。
そのバブルには時
刻、
カレンダー、温度を表示。360
度どこから見ても思わず心がウキ
ウキしてしまうデザインに仕上げ
た。
めざめ音は、3種類のおしゃべ
りと、
ミッキーマウスマーチの合計
4パターンから好きなものを選択
可能。また、アラームを止めた時
もミッキーマウスのおしゃべりで
レスポンス
（「今日もいいことあり
ますように」）がある。

がらも金属の質感がプラスされ、
上品で洗練された印象。テキスタ
イルをイメージした２枚重ねのダイ
ヤルは 、ファッションのコーディ
ネートの様に色調や明度を変える

カシオ計算機は、アフリカにおける

の立体感を演出する。

事業成長を目的に、
ドバイ現地法人の
アフリカ地域の管轄エリアを広げ、営

に細身
のベゼ
ル 。スト

販売代理店を務

ラップ は 暖 か み

めるドイツの 機

のあるアンスラサ

械 式 時 計ブラン

イトカラーのベロ

ド「ノモス グラス

アレザーを使う。

ヒュッテ」から、
ク

ムーブメントは

ラシカルで エレ

高精度で信頼性

ガ ント な ラド

の高い手 巻き

ウィッグシリーズ

キャリバー「α
（ア

の新製品「ラドウィッグ33ノワール」が

ルファ）」
を搭載。薄型のムーブメントの

11月下旬に発売される。

ため時計全体のスリムなプロポーショ

新作は、繊細でエレガント、洗練され

ンに貢献している。女性はもちろん、男

た黒。夕刻の劇場やレセプション、ガラ

性も着けやすい小ぶりなサイズ。
シース

ディナーなどで装うのにピッタリだ。
ブ

ルーバックの裏蓋からは丁寧な仕上げ

ラックの文字盤にゴールドの針。心地

が施されたムーブメントを鑑賞できる。

よい丸みを帯びた直径33ミリのケース

価格は258,500円。
その後も、修理技能、技術を研
鑽しつつ後進者の指導を積極
的に行い、時計技能競技全国
大会、技能五輪大会の上位入
賞者を多数輩出させるなど、修
理技能者のレベルアップに貢献
してきた。
また、一般社団法人日本時計

セイコーウオッチ㈱のグ

協会が主催する社会貢献活動へ積極

ループ会社、セイコータイム

的に参加するとともに、国家検定委員

を務めるなど、長きに
ラボ㈱の社員、笹川修（ささ （時計修理職種）
がわ おさむ）氏が、令和4年
秋の褒章において黄綬褒章

を受章した。

渡り時計業界の発展に寄与してきた。
平成25年には、時計メーカーのアフ
ターサービス部門では初となる
「卓越

笹川氏は、入社以来、腕

した技能者（現代の名工）」
に選定され

時計の修理技能者として修

た。修理業界の第一人者として、社内

理作業に従事する中で、技

外からその技術力に高い評価を得て、

能 、技 術の習得に励み、修

現在は、極めて精緻な修理技術が求

理技能者の第一人者として

められるグランドセイコーの修理を主

の実績を積み上げてきた。

に担当している。
その的確な修理対応

平成13年には時計技能

により、顧客へ高い品質と安心を提供

競技全国大会（第二部門：

し続け、
サステナブルな社会の実現とＳ

クオーツ時計）優勝、翌年の

ＤＧｓへの取組みにも貢献している。

同大会（第一部門：機械式

永年にわたる業務精励と優れた功

時計及びクオーツ時計）
でも優勝した。 績が認められ、黄綬褒章を受章した。
の1.7倍（総務相統計）
に達すると予測

カシオがドバイ現地法人の社名変更し
アフリカ
・中東などの体制強化

ことで「レイヤードスケルトン」独自

ノモス グラスヒュッテ

が輸入

セイコータイムラボの笹川修氏が
黄綬褒章を受章

ラフの4大複雑機構をクオーツで実現し

ドライブムーブメント キャリバー9R31

小ぶりでエレガントな新作登場

八村選手のルーツをデザインモチー

売される。価格は17,600円。

フに、日本アルプスの 雪 解 け 水をイ

限定／特定店限定モデル。

沢商会

格は935,000円。

ケットとして注視する。
『カシオ・ミドル

業体制を強化。11月1日より現地

され、消費活動の活発化が期待され、 イースト・アンド・アフリカ』は、従来の

法人の社名を
「カシオ・ミドルイー

急速な経済成長が見込まれる地域。 中東およびアフリカの一 部 地 域に加

スト」から、
『カシオ・ミドルイースト・ア

同社もアフリカを重点市場の一つと位

え、南アフリカ共和国やアンゴラなど東

ンド・アフリカ』
に変更した。

置づけ、特に成 長 戦 略の核となる時

京本社が管轄していた国や、新規開拓

計・教 育・楽 器 事 業を拡 大するマー

国でも営業活動を行う予定だ。

アフリカは、2050年には人口が現在

