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名店の社長が2013年バーゼルワールドを振り返る

続々と日本上陸!!
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ハナジマ

花島素人 さん

この日の花島さんは、こだわりのコレ
クションの中からクレドールの別注品
を着けていた。ホワイトゴールドのケ
ースに、イエローゴールドのスケルト
ンダイヤルという組み合わせ。細工
も組立てもセイコー社が誇る“現代
の名工”の手によるもの

ハナジマ社長がバーゼルワールドで選んだ
2013年モデルが続々と入荷中
掲載した腕時計はすべてが新作／新色
しかもほとんどがプレゼント付き！
バーゼルワールドは世界最大の腕時計・見本市。
本誌でおなじみのハナジマ（東京・江戸川区）の花島素人社長が、
2013 年のバーゼルワールドに単身乗りこんだ。
ロレックスなどの定番＆人気ブランドをはじめとして、
日本のマスコミやギャラリーがほとんどノーマークのブランドまで、
広いバーゼルの見本市会場を 1 週間かけて精力的に歩きまわった花島社長。
老舗時計店の社長目線で、バーゼルワールドの向こうに見えた最新の時計業界の話と
そのプロの目が惹きつけられた最新時計について、
ハナジマに届いたバーゼル・オーダーの腕時計たちを前に語ってもらった
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SHOP INFOMATION

〒132-0025
東京都江戸川区松江7-11-3
℡：03-3652-8740
http://www.hanajima.com/
営業時間／10:00～20:00
定休日／火曜日

名店の社長が2013年バーゼルワールドを振り返る
CORUM

アドミラルズカップ AC-1 45クロノグラフ

12角ベゼルやアーティスティックなダイヤルの細工
など、
コルムらしさを正統継承しながら、
かつてない
ほど曲面を採り入れたデザインが新しさを強烈に感
じさせる。チタンとブラックPVDチタンを組み合わ
せたコンビ・ケースも新しい。T i。自動巻。新品。
136万5000円
典＞
マ特 ト
ル
ナジ
＜ハ アベ

＜ハ

スペ ゼント
プレ

ス ナジ
プレペア マ特典
ゼンベル ＞
ト ト

CORUM

Ti-ブリッジ

インナーケースを横断するように一列に並んだ特殊
なブリッジ・ムーヴメント。
コルムが誇るラグジュアリ
ーラインの中でも人気のブリッジ最進化版。ケース
にはチタンを採用しているので、
軽く、
着け心地もい
い。世界限定750本。Ti。手巻。新品。

典＞
マ特 ト
ナジ
ル
ハ
ベ
＜
ア

220万5000円

スペ ゼント
プレ

GIRARD-PERREGAUX
クロノホーク

ホークシリーズの一翼を担うのがクロノホーク。
大胆なカットのケースと、8角形のラバーリングの
上にほぼ真円のベゼルがセットされているデザイ
ンが人気のクロノグラフ。
そのクロノホークにブラ
ックセラミック&ラバータイプが登場。CE×ラバ
ー。
自動巻。新品。168万円

典＞
マ特 ト
ナジ
ル
＜ハ アベ

典＞
マ特 ト
ナジ
ル
＜ハ アベ

典＞
マ特 ト
ナジ
ル
＜ハ アベ

スペ ゼント
プレ

スペ ゼント
プレ

スペ ゼント
プレ

GIRARD-PERREGAUX

GIRARD-PERREGAUX

シーホークのファーストモデルは1940年代。現行
シーホークは人間工学を徹底的に追求して生まれ
たデザインで、単に個性的なだけでなく、操作性に
も優れている。1000m防水はISO基準のテストで
実証済み。ヘリウムガスエスケープバルブ、
パワー
リザーブインジケーター装備。S S×ラバー。自動
巻。新品。98万7000円

1966年に開かれたヌーシャテル天文台100周年
祭でジラール・ペルゴが表彰された。
その栄誉への
オマージュから生まれたのが1966というシリーズ。
レトロモダンなデザインは通好み。2013年は新た
に41mmケースを採用した1966をラインナップ。
K18WG。
自動巻。新品。168万円

シーホーク

GIRARD-PERREGAUX

ジラール・ペルゴ1966

キャッツアイ パワーリザーブ

キャッツアイは、
ジラール・ペルゴのレディースコレク
ションの中でも人気のシリーズ。最新ラインナップ
には写真のステンレス・スチールタイプが加わった。
このキャッツアイは縦32.95mm×横37.95mm
のオーバルケースにベゼルダイヤで、
パワーリザー
ブインジケーターを星々が囲むデザイン。SS×ダイ
ヤモンド。
自動巻。新品。134万4000円

息を呑むほど美しいＧＰ
エベルとコルムにも注目

こと腕時計の業界に限れば、間違いな

くスイスが世界をリードしている。その

スイスでは１月にＳＩＨＨジュネーブサ

ロン、４月の終わりから５月にかけてバ

ーゼルワールドという、ふたつの大きな

どちらも世界が注目する見本市なのだ

国際見本市が開かれる。

が、規模からすれば、圧倒的にバーゼル

ワールドのほうが大きい。なぜならＳＩ

ＨＨジュネーブサロンはカルティエを筆

頭に、リシュモングループが主催するグ

一方、バーゼルワールドは、リシュモ

ループ見本市だからだ。

ングループを除く、ほぼすべての腕時計

ブランドが顔を揃える。

「１年間にたった８日間しか使わない展

示会場、メッセ・バーゼルを、１９９９

けて改修したと聞き、今後の時計業界を

年以来、実に 年ぶりに巨額の費用をか

予想する上でも、ぜひ実際にこの目で見

本誌ではもうすっかりお馴染みのハナ

て確かめてこようと思いました」

ジマ（東京・江戸川区）の花島素人社長

は、１週間余りのスケジュールで、バー

バーゼル会場から数分の処に陣取った花

ゼルワールドに向かった。

島さんは「バーゼルワールドのスケールは

もはや規格外ですね」と言う。新装のメッ

セ・バーゼルには世界中から腕時計や宝飾

品のVIPバイヤーが集まってくる。

「商談会や新作発表会、ウェルカムパー

ティを、街の中のホテルや邸宅で開くブ

ランドがたくさんあります。期間中は近

隣の都市まで巻き込んでバーゼルワール

ドイツ語やフランス語はもちろん、英

ド一色に染まります。

語やイタリア語、スペイン語に日本語…

…それこそ世界中の言語が、会場の内外

ギリシャに始まったヨーロッパ危機が

で飛び交っています。

ささやかれる中での開催でしたが、こと

バーゼルにおいてはそんなことは微塵も
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CORUM

アドミラルズカップ レジェンド38クロノ

レジェンドシリーズに追加されたばかりのクロノグラフ
タイプ。SSとローズゴールドのコンビケースに、
光の

典＞
マ特 社
ジ
ナ
ス
＜ハ セン
ズ

加減で鮮やかなブルーにも見えるグレーシェルダイ

ッ
レッルティグ
ベ
ノ

ヤルの組み合わせ。華やかな装いをダイヤがさらに
強調する。SS×K18RG。
自動巻。新品。210万円
典＞
マ特 ト
ナジ
ル
＜ハ アベ

RESSENCE

スペ ゼント
プレ

CORUM

タイプ1001

アドミラルズカップ
シーフェンダー48 ディープハル

時、分、秒、午前／午後をそれぞれ独立したディス
クで表示するレギュレーターウォッチ。ベルギーの工

コルムらしい12角デザインを踏襲した回転ベゼ
ルに、堅牢なリューズガードに守られたビッグリュ

業デザイナー、
ミンティエンス氏が開発した。ムーヴ
メントはETAベースで、
レッセンス社が独自の改良

典＞
マ特 ト
ナジ
ル
ハ
＜
アベ

ーズ。深い海の中でも確かな視認性を確保する
ダイヤル&インデックス。ヘリウムガスエスケープ
バルブを備えた1000m防水。
コルムの最強ダイ

を加えたもの。シンプルだけど楽しい最新高級時
計。SS。
自動巻。新品。160万円

スペ ゼント
プレ

バーズだ。世界200本限定。Ti。
自動巻。新品。
118万6500円

典＞
マ特
ナジ
＜ハ ル社 ッズ

典＞
マ特
ナジ
＜ハ ル社 ッズ

エベジナルグ
オリ

エベジナルグ
オリ

EBEL

EBEL

スポーツ

ウェーブ

エベル社を
「時の建築家」
と評することがある。
この
スポーツもオーソドックスな雰囲気と新しさのバラン
スが絶妙なアーキテクチュアルなデザイン。今年か
ら加わった新しいコレクション。S S。クォーツ。新
品。29万4000円

感じなかったです。というよりむしろ、

さりげなく千万単位以上の超高額腕時計

や宝飾品を身に纏っている紳士、淑女の

買い付けが殺到し、全８日間のうち

なんと多いことか。

４日目の夕方には今年生産する受注予

約を取りきったブースで、スタッフと

バイヤー達がシャンパンで乾杯してい

ました。世界には高級時計を好む人が

こんなにたくさんいるということに、

今さらながらビックリさせられまし

なかでも「スウォッチグループとＬＶＭ

た」と花島社長は言う。

ちなみにスウォッチグループには、スウ

Ｈグループは勢いがあると思いました」

ォッチを筆頭にオメガ、ブレゲ、ブランパ

ン、ティソなどが属する。ＬＶＭＨグルー

プはルイ・ヴィトン主導のグループで、ウ

ブロ、ＴＡＧホイヤー、ブルガリ、ゼニス

路面電車のトラムが直接エントラン

などが主要ブランドである。

ス前まで乗りつけるメッセ・バーゼル

のホールⅠの１階は、スウォッチ、Ｌ

ＶＭＨの両グループの他に、グッチを

中心にジラール・ペルゴ、ジャン・リ

シャールが属するケリンググループ、

モバード、エベルなどのモバードグル

ープ、加えてロレックス／チュード

ル、パテックフィリップ、ショパー

ル、ブライトリング、シャネル、コル

ムといったブランドが出展場所を割り

当てられた。

「一番心を惹かれたのはジラール・ペル

倍のルーペで細部まで確認しました

ゴの腕時計でした」と花島社長は話す。

が、全く隙のない良い時計ばかりでし

それから、コルムとエベルも素晴らし

た。

い。世界で売れている理由をここバーゼ

ルで再確認できました」と言いながら、

スイスから届いたばかりの新作を前に目

を細めた。

幅広いキャラクターが集まる
「１ホール２階」組
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モデル名の由来にもなっているウェーブラインを描
くブレスレットは、優雅なルックスと
「第2の肌」
と呼
ばれるほどの着け心地のよさを両立する。ケースは
6角形を大胆に崩した個性的なデザインで、
ワンピ
ース構造。SS×K18YG。
クォーツ。新品。
37万8000円

名店の社長が2013年バーゼルワールドを振り返る
SEIKO

ガランテ“FCバルセロナ”

ダイヤルデザインはFCバルセロナのエンブレムが
モチーフ。骨太なベゼルにはFC BARCELON A
の文字が刻まれている。
日本にも熱狂的なファンの
多いバルサとのダブルネーム。世界限定150本。
SS。
自動巻。新品。52万5000円
典＞
マ特 ト
ナジ
ル
＜ハ アベ

＜ハ
スペナジマ
プレ ア 特典
＞

ゼンベル
ト ト

スペ ゼント
プレ

SEIKO

クレドールGALH992

「隅切り角」
と呼ばれる日本伝統のケースに丸型の
ダイヤルを融合したデザイン。外側には厳選したダ
イヤモンド、
ダイヤルには重なり合うひまわりの様な
弧の中にもダイヤをあしらった。
インデックスはサフ
ァイアで、10時から11時位置のサブダイヤルはパ
ワーリザーブインジケーター。
この仕様は1本のみの
超レアモデル。K18PG×ダイヤモンド×サファイ
ア。手巻。新品。1260万円

＜ハ

典＞
マ特 ト
ル
ナジ
＜ハ アベ

スペ ゼント
プレ

セイナジマ特
グッ コー 典＞
ズ付 社製
き

CITIZEN

カンパノラ

光発電エコ・
ドライブをエネルギーとする年次カレン
ダー・ウォッチ。近未来型コンプリケーションだ。ケー
スやダイヤルのデザインは、
ビッグバン後に無限の
広がりをはじめた創世記の宇宙のイメージ。SS。光
発電エコ・
ドライブ。新品。39万9000円

SEIKO

アストロン

セラミックベゼルに世界の主要都市名があるように、
ワールドタイム機能を備えたハイテクウォッチ。
ソーラ
ーGPSで、
たとえ洋上にいたとしても、GPS衛星を
補足して正確な時刻に調整する。
世界限定1200本。
Ti。
ソーラーGPS。
新品。23万1000円

典＞
マ特 スター
ナジ
マ
＜ハ ン・プロ 付

ズ
シチズ ナルグッ
オリジ

CITIZEN

サテライト ウェーブ・エア

2万キロの上空にある人口衛星から時刻情報を受信
し、
時刻、
カレンダーを自動修正する。午前／午後の
24時間時計もインダイヤルで備える。主要26都市
時刻を表示できるワールドタイム・ウォッチ。
プロマス
ター デュラテクト。
エコ・
ドライブ サテライト ウェー
ブ・エア。新品。25万2000円

MAITRES du TEMPS

チャプター・スリー・リビール

メートル・デュ・タンは複雑時計を得意とするブラ
ンド。最新作のチャプター・スリー・リビールも、
オ
ーソドックスな雰囲気とは裏腹に革新的な機構を
与えられていて、
ボタンのプッシュでトリッキーな
動きをするため
「羊の皮を被った複雑時計」
と呼
ばれている。K18WG。手巻。新品。
1312万5000円

典＞
ト
マ特
ナジ ベル
ハ
＜
ア ト

スペレゼン
プ

RSW

ダイビング・ツール CAMO

がっしりとしたスクエアケースに、
歯車を思わせるベ
ゼル。いかにも
「おとこの腕時計」
という雰囲気だ。
写真のNATOベルトのほか、
ラバーストラップとス
イス・アーミーナイフが付いたスペシャルボックス入
り。
カモフラダイヤル他、
各色それぞれ世界49本限
定。SS。
自動巻。新品。26万2500円

典＞
マ特 ト
ナジ
ル
ハ
＜
アベ

スペ ゼント
プレ
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典＞
マ特 ト
ナジ
ル
＜ハ アベ

スペ ゼント
プレ

MAURICE LACROIX

MAURICE LACROIX

マスターピース
ムーンフェイズ・レトログラード

マスターピース
ミステリアス・セコンド

多機能時計を得意とするモーリス・ラクロアらしい1

6時位置のセコンド表示上を秒針が回転しながら大
きく円運動を行う不思議な時計。針穴がないので、

本。10時位置のデイトを指し示す針は弧を描いて
31日まで行くと瞬時に1日地点に戻るレトログラード

典＞
マ特 ト
ナジ
ル
ハ
ベ
＜
ア

まるで宙に浮いているように見える。
モダンなスケル
トン仕上げを施したブリッジやオフセンターに配され

スペ ゼント
プレ

たメインダイアルが個性的な印象に。SS(PVD)。
141万7500円

典＞ 製
マ特
ス社 ト
ナジ
＜ハ ノスイ レゼン

クロ ルティ プ
ノベ

方式。ムーンフェイズは曜日表示とひとつのインダ
イヤルにまとめている。2時位置のスケールはパワ
ーリザーブインジケーター。SS。
自動巻。新品。
81万9000円

CHRONO SWISS

グランドレギュレーター

時計師が時計を調整する際に基準時計として使わ
れたスタイルの時、
分、
秒が独立したレギュレーター
ウォッチ。12時位置が時、
メインダイヤルが分、6時
位置が秒を指す。
クロノスイスを代表するモデルの
2013年バージョン。SS。手巻。新品。
88万2000円

典＞
マ特 ト
ナジ
ル
＜ハ アベ

典＞
マ特 ト
ナジ
ル
＜ハ アベ

MAURICE LACROIX

MAURICE LACROIX

“ファイブハンズ”
つまり5本の針がダイアル上でそ
れぞれの役割を果たす。時針、
分針、
秒針のほかに
ポインターデイトと曜日を指し示すカレンダー針が、
ギョーシェ細工のダイヤルの上を常に動き続ける。
SS。
自動巻。新品。42万円

時計の輪列に組み込まれているクローバーの歯車
の回転運動で、秒針の役割をする四角い歯車が1
分間に1回転する。歯車を特殊形状に仕上げること
で一定のスピードとトルクを確保することに成功。
独創的な発想と高い技術力が融合された見事な仕
上がりに。SS。手巻。新品。99万7500円

マスターピース
トラディション・ファイブハンズ

スペ ゼント
プレ

MAURICE LACROIX

マスターピース
ルー・カレ・セコンド

マスターピース スケルトン

伝統的技法であるスケルトン仕上げを、直線的な
デザインを取り入れモダンな印象に。
わずかな段差
加工を施した地板の先に、自社製ムーブメント
「Cal.ML134」
の精緻なメカニズムを余すことな
くアピールしている。SS。手巻。新品。63万円

バーゼルワールドの格付けでいえば、

ホールⅠの１階の次の好ポジションがこの

２階だ。ハリーウィンストン、エルメス、

ディオール、フェンディといった総合ブラ

ンドやジュエラーが、きらびやかにアピー

ルする一方で、オリスのような通好みの独

立系ブランドも顔を揃えている。

「ホールⅠの２階は、実力のあるブラン

花島社長ここで注目したのは、ジュエ

ドがたくさんありますからね」

「ファイブタイムゾーンに新しい解釈を

リー系のジェイコブ。

加えたゴーストは、日本でも人気が出そ

さらに通好みのブランドでは、

うですね」

「モーリス・ラクロアが良かったですね。

けっして奇抜なデザインで目を惹こうとし

ているわけではないんです。デザインはオ

ーソドックスだけど、ムーヴメントにこだ

たとえばレギュレーターウォッチだっ

わっているんです。

たり、レトログラード機構を追加してい

たり、ポインターデイトを採用したり…

モーリス・ラクロアで驚いたのは、マス

…メカにこだわった腕時計なんですね。

ターピース ミステリアスセコンドです。

インダイヤルの中に浮いているような針

丸い歯車が四角い歯車を回すマスターピ

が、自由に動き回りながら秒を刻みます。

ースルー・カレ・セコンドというモデル

モーリス・ラクロアのバーゼルモデル

も、気に入りました」

ところでホールⅠの２階には日本のセイ

も、すでにハナジマに入荷している。

コーとシチズンの展示スペースもある。

「時計の本場で日本企業ががんばっている

規模もそれなりに大きいし、展示ブース

のを見ることは、やっぱりうれしいです。

時計の本場スイスで、セイコーもシチ

のデザインもかなり凝っていました。

ズンも、奮闘ぶりがきちんと現地で評価

花島社長は、セイコーやシチズンの新

されています」

作を示しながら「メイド・イン・ジャパ
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典＞
マ特 ト
ナジ
ル
＜ハ アベ

スペ ゼント
プレ

スペ ゼント
プレ

名店の社長が2013年バーゼルワールドを振り返る

典＞
マ特 マ
ナジ ロ・
＜ハ ラ・チェ リジナ
オ
テッ 社製
ーレ ッズ付
ルグ

典＞
マ特 マ
ナジ ロ・
＜ハ ラ・チェ リジナ
オ
テッ 社製
ーレ ッズ付
ルグ

TERRA CIELO MARE

典＞
マ特 ト
ナジ
ル
＜ハ アベ

スペ ゼント
プレ

TERRA CIELO MARE

アルティグリオ

HD3

オリエンテーリング アーバン

スライド

カモフラージュカラーのダイヤルとラバーベルトは、
オフタイムのカジュ

‘20年代から’
30年代にかけて活躍した沈没船回収船アルティグリオ
とその船員たちへのリスペクトから生まれたダイバーズ・ウォッチ。
メイン

デジタル時計ではなく
“バーチャル・メカニカル・ウォッチ”
だ。
プレインス
トールされている画面は写真のトゥールヴィヨンのほか、
クロノグラフな

アルな装いにぴったり。
インナーベゼルを太陽の向きに合わせること
で、
方位時針がなくても北を決定できるサバイバル・ウォッチ。SS。
自

ケースはチタン。軽量かつ頑丈なケースはヘリウムガスエスケープバ
ルブ付の1000m防水。Ti×SS。
自動巻。新品。26万2500円

ど多数。
スクリーンをタッチすることでチョイスできるほか、
写真や絵を
インストールすることもできる。未来型ウォッチ。Ti(PVD)。エレクトロ
リックムーヴメント。新品。89万2500円

動巻。新品。19万9500円

N.O.A

GSTコレクション

人気のノア16.75から派生したラグジュアリーモデ
ル。
センターにスカルをデザインしたスケルトンダイ
ヤルの奥に見えるオートマチックムーヴメントは、魅
せるための仕上げが施されている。Ti×SS。
自動
巻。新品。25万2000円

典＞
マ特
ナジ
ハ
＜
社製

ト
ゼン
ノア ズ プレ
グッ

典＞
マ特 社製
ナジ
＜ハ イコブ ント

ゼ
ジェ ズプレ
グッ

JACOB&Co.
ゴースト

ファイブタイムゾーンをさらにエレクトリカルに進化させたのがゴースト。
LCDスクリーンには5都市の時刻が同時にデジタル表示。文字色は7
色が選べる。
またGPS機能で正確な時刻合わせが可能。
カーボンカ
バーは脱着可能。SS
（PVD）
×カーボン。
クォーツ。新品。
69万3000円

ンの腕時計がスイスのブランドに負けて

いないことは、バーゼルワールドに集ま

ったたくさんの腕時計バイヤーも認めて

巨大なグループにも属していないことを

います。

考えると、ホールⅠ２階というのは、ゆっ

たりと商談でき、最高の格付けに値すると

思います」そう熱く語ってくれた。

３万円から１０００万円クラスまで
日本人がほとんど知らない腕時計

「今回のバーゼルワールドでの本当の楽

しみは、日本ではほとんど知られていな

いブランドの、秀逸な製品を見つけ出す

実は、新装のバーゼルワールドに参加

ことでした」

しているのは、超有名ブランドだけでは

ホールⅠの２階までには、名が知られ

ないのだ。

たブランドが集まるが、ホールⅠ３階、

ホールⅡ、ホールⅢ、ホールⅣ、さらに

独立時計師が集うパレスへと歩を進めれ

ば「必ず新しい発見があるんです」と、

新しいブランドやニューアイデアをひっ

花島社長。

さげて初登場を果たしたブランドがある。

一方で細々と、だけど頑固に伝統の技を守

り続けている時計職人のブースや、スイス

バーゼルワールドは、実はホールⅡか

以外の腕時計メーカーがある。

らホールⅣにひしめきあうブランドが支

花島社長の言葉を借りれば、数多くの

えているのかもしれない。

小ブランドを見てまわると「スイス時計

業界の奥の深さがわかる」ということに

なる。

「日本でも３万円台のプライスになるバ

ラストというブランドの腕時計は、今回

完成度が高いのにコストパフォーマン

の大発見のひとつですね。

スは抜群です。たぶん２ランク上の価格

帯の腕時計と、同じ感覚で着けることが

あまり知名度がないブランドだが、コ

できますね」
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2013年度

バーゼル
ワールド
回顧録

噂の新作、
通好みの名作 続々と日本上陸!!

吹きガラスのドームの中は
理想的な回転環境の小宇宙
DOTTLING

ジャイロワインダー
299万2500円
（高）
326㎜×
（直径）
330㎜
（重量）
6kg

ドットリンク社はドイツのマイヒンゲンに本社があり、
ヨーロッパ
では金庫のメーカーとして有名な企業だ。
ジャイロモーターを搭

典＞
マ特
ナジ ノ
＜ハ リアー リ社製 ント
ジュ ツォー プレゼ
マッ ルティ
ノベ

載するジャイロワインダーは、
マルチ・アクシス・システムといっ
て、
セットした腕時計を360度全方向に回転させる。
この動き
は、
実は米・フロリダのケネディ宇宙センターにある宇宙飛行士
の訓練装置にヒントを得たものだとか。
「周辺機器にもこういう

GIULIANO MAZZUOLI

ステキなものがあるので、バーゼルワールドを見て歩くのは時
間がかかります」
と花島さんは話す。
もちろんドットリングのジャ
イロワインダーもハナジマで取り扱う

アルファロメオのレーシングドライバーだったジュリアーノ・
マッツォーリ氏が、
自動車のタコメーターをイメージしてデザ

コンタジーリ

イン。時針は1 2時間かけて2 7 0度動くレトログラード機
構。SS。
自動巻。新品。168万円

BALLAST

バリアント BL-3119-09

同じバリアントでもポップなタイプもある。
ブラック
PVDのステンレスケースはいかにもタフな感じで、
ビビットなグリーンのインデックスやシリコンラバー
ベルトが映える。デイトとGMT機能付きのオートマ
チック。SS
（PVD）
。
自動巻。新品。
3万3000円
典＞
マ特
ナジ
ト
＜ハ カー レゼン

メールティ プ
ノベ

典＞
マ特
ナジ ノ
＜ハ リアー リ社製ト
ジュ ツォープレゼン
マッ ティ

典＞
マ特
ナジ
ト
＜ハ カー レゼン

メールティ プ
ノベ

ル
ノベ

BALLAST

GIULIANO MAZZUOLI

バリアント BL-3105-02

マノメトリノ

かつて世界一といわれたイギリス海軍の名潜水艦
とその乗員たちへのリスペクトが、
バラストというブラ
ンド名の由来となっている。
このバリアントもオール
ドスタイルの軍用時計っぽさがある。
このプライスな
ら、1 本追加しても……という気にさせる。S S
（PVD）
。
自動巻。新品。3万5700円

ジュリアーノ・マッツォーリがイメージしたのは圧力ゲ
ージ。
フレキシブルなコードは2か所に本物のゲージ
っぽいジョイントがある。
コードエンドはベルトループ
などにしっかり固定できる。新時代の懐中時計。SS
（PVD）
。
クォーツ。新品。25万2000円

スタッフが選ぶ自腹時計
ンタジーリも「とてもおもしろい」と、

そのほかにも晩秋のハナジマには、バ

花島社長が推す。

ーゼルオーダーの新作ウォッチが続々と

届いている。そのすべてが花島社長が足

そして今ハナジマを訪ねると、そこは

30

で稼いだ成果。

2013年 月 日までの期間限定

12

プチ・バーゼルのまっただ中だ。

で、今回バーゼルフェアーで買い付けて

きた時計を購入したユーザーには、交換

できる別の素材のベルトをプレゼント

か、各メーカーオリジナルの非売品のノ

ハナジマ社長が単身、各メーカーのＣ

ベルティーグッズを進呈するという。

ＥＯクラスの経営陣と交渉し、獲得して

さらにハナジマでは、期間中、店内全

きたそうだ。

が無料となる。また、現金での購入の場

10

品クレジット 回払いまでの料金手数料

合は、アフターサービスにも使える %

分の期限なしの商品券を付けてくれると

いうから驚きだ。消費税の値上げや円安

のために、腕時計の値上げが噂される

またとない絶好のチャンス到来だ。

081

中、とてもありがたいお話。

ハナジマ

川合勝城 さん

ハナジマのベテランスタッフ、川合さん
は時計選びの名アドバイザー。舶来、国
産の別なく、またロープライスからハイ
エンドクラスまで「本当にいい腕時計」
をすすめてくれる。そんな川合さんが最
近気に入っているのはセイコーのガラン
テシリーズ。この腕時計は今年5月に発
売されたSBLA077という限定モデルだ
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