ニュースリリース
2017 年 9 月 6 日
シチズン時計株式会社

「ＩＮＤＥＰＥＮＤＥＮＴ（インディペンデント）」
ファッションブランド「５３５１プール・オム」
、
「DRESSCAMP」とのコラボレーション数量限定モデル
そして 1970 年代のシチズンの人気モデルをモチーフにした「INNOVATIVE line BULL HEAD」が登場
2017 年 10 月 5 日から順次発売
シチズン時計株式会社（本社：東京都西東京市 / 代表取締役社長：戸倉敏夫）は、自由な発想から生み出された独創的
なテイスト･デザインを提案し続けるファッションウオッチブランド、『INDEPENDENT（以下、インディペンデント）』
からファッションブランド「５３５１プール・オム」とのコラボレーション 1 モデル【28,000 円+税】
および「DRESSCAMP」
とのコラボレーション 5 モデル【各 30,000 円＋税】
、そしてケース上部にりゅうずとプッシュボタンを配置した
「INNOVATIVE line BULL HEAD」
【20,000 円〜24,000 円＋税】を 2017 年 10 月 5 日（木）から順次発売します。
※価格、発売日ともに予定です。

INDEPENDENT

INDEPENDENT

INDEPENDENT

5351POUR LES HOMMES コラボレーションモデル

DRESSCAMP

INNOVATIVE line BULL HEAD

28,000 円+税

各 30,000 円+税 数量限定各モデル 400 本

数量限定 600 本

コラボレーションモデル

20,000 円+税

インディペンデントはこの秋、以下 2 つのファッションブランドとコラボレーションし、数量限定モデルを発売します。

・5351POUR LES HOMMES（５３５１プール・オム）
マットに仕上げた漆黒のケースと文字板に「金環日食」にインスパイアされたゴールドリングが浮かび上がるシックなデザインです。ま
た、付属のナイロンとレザーの 2 つのストラップを簡単に付け替えることが出来ます。
・DRESSCAMP（ドレスキャンプ）
「BLACK&GOLD」をテーマに、機械式のムーブメントを搭載した 1970 年代を意識したケースデザインに、バンド中央をスタッズデ
ザインにしたメタルバンドを組み合わせました。ゴールドカラーのムーブメント内部をデザインに取り込んだ｢スタッズ スケルトン」2
モデルと、シンプル且つ大胆なブラック＆ゴールドの文字板が特徴の「スタッズ クラシコ」3 モデルをラインアップします。
・INNOVATIVE line BULL HEAD
1970 年代に人気を博し、現在も SNS で人気のある「ツノクロノ」をデザインモチーフとし、ノスタルジックかつ、現代的なデザイン
にアップデートした 3 モデルを発売します。
<製品についてのお問い合わせ先>
シチズンお客様時計相談室

フリーダイヤル 0120-78-4807

〔受付時間 9:30〜17:30 祝日除く月〜金〕

＜本件に関する報道関係の方のお問い合わせ先＞
シチズン時計株式会社
株式会社由田企画（ヨシダキカク）

宣伝部 PR 課

前原・伊藤・木下

木村・加藤・堀内

TEL 090-2475-1684 / FAX 03-3797-4702
TEL 03-3408-2811 / FAX 03-3408-2801

INDEPENDENT × 5351POUR LES HOMMES
【主な特長】
■「金環日食」にインスパイアされたスポーティーでシックなデザイン
黒のメッキを施したメタル部分を全てマットに仕上げた上質な漆黒"TRUE BLACK"のケースと文字
板に、金環日食の様なゴールドリングが浮かび上がるシックなデザイン。"TRUE BLACK"と夜間の
視認性を両立するために、時分針とインデックスに黒夜光を採用しています。またベゼル部分には平
均時速を計測できるタキメーターを表記しています。裏ぶたには５３５１プール・オムとインディペン
デントの刻印があります。

■2 種類の NATO ストラップをセット
レザーとナイロン、2 種類の NATO タイプストラップをセットにしてあるので、ファッショ
ンや気分に合わせて簡単に付け替え可能です。レザーストラップは５３５１プール・オムのレ
ザーバッグと同様のシボ感がある素材を厳選し、裏側に５３５１プール・オムのブランド刻印
があります。ナイロンストラップの裏には、５３５１プール・オムのネームタグが縫い付けら
れています。

替えバンドイメージ

オリジナル限定 BOX

ブランド/商品名

INDEPENDENT（インディペンデント）/ 5351POUR LES HOMMES コラボレーションモデル

商品番号

BA5-945-50

発売時期

2017 年 10 月

希望小売価格/限定数量

2８,000 円+税

/

600 本

ケース/バンド素材

ステンレス / カーフ（ナイロン替えバンド付き）

ガラス/文字板

デュアル球面クリスタルガラス / ブラック

サイズ

ケース径 42.0mm / 厚さ 9.95mm(設計値)

主な機能

Cal. : 0510 月差±20 秒 /クロノグラフクロノグラフ機能（1/1 秒, 12 時間計）/ 電池寿命 2 年
■日常生活用防水

5351POUR LES HOMMES（５３５１プール・オム）とは
ロックでエレガントなテイストで大人の男性のスタイルを提案するコレクションブランドです。
1990 年のデビュー以来、国内外から支持を集めてきました。

INDEPENDENT × DRESSCAMP
【主な特長】
■「BLACK&GOLD」をテーマにした、スタッズが印象的なデザイン
1970 年代のクラッシックなケースデザインや細めの時分針、大胆なカットガラスからインスピレー
ションを得たデザインと、スタッズを中央に配した現代的なバンドが、BLACK&GOLD の配色と相
まってゴージャスな雰囲気を演出しています。
裏ぶたには DRESSCAMP のブランドロゴが刻印されています。

■機械式ムーブメントを採用
本コラボレーションモデルには機械式のムーブメントを採用しました。スケルトンダイヤルの 2 モデ
ルは金色に輝く内部と、「てんぷ」の動きを見る事が出来ます。

INDEPENDENT / DRESSCAMP

INDEPENDENT / DRESSCAMP

コラボレーションモデル

コラボレーションモデル

STUDS CLASSICO

STUDS SKELETON

ブランド / 商品名

商品番号

BJ8-120-31

BJ8-120-51

BJ8-146-31

BJ8-022-31

発売日

2018 年 1 月

希望小売価格

各 30,000 円＋税

限定数

各モデル 400 本

ケース

ステンレス

バンド

ステンレス

ケース径 / 厚み

ケース径 42.0mm ／ 厚み 14.1mm（設計値）

ガラス

カットクリスタルガラス

精度

日差−20〜＋40 秒※1

主な機能

BJ8-049-31

Cal.8226 / 機械式ムーブメント（自動巻き+手巻き） / 駆動時間：40 時間（最大巻上時） / 10 気圧
防水

※1 精度はムーブメントを静的状態にて測定したものです。機械式の特性上、使用される条件（携帯時間、時計の姿勢、腕の動き、ゼンマイの巻上具合など）によっては、日差範囲
を超える場合があります。

DRESSCAMP とは
独自のプリント素材による多様な色彩、装飾的でパワフルな表現が特徴。
カジュアルからクチュール、スポーツと幅広い分野で確かな存在感を示すコンセプチュアルブランドです。

INDEPENDENT INNOVATIVE line BULL HEAD
【主な特長】
■ケース上部に配置されたりゅうずや、プッシュボタン
1970 年代に流行した「BULL HEAD（ブルヘッド）」は、ケース上部のりゅうずやプッシュボタンが牛の角を想起させることから名付
けられました。同時期にシチズンから発売された通称「ツノクロノ※」をベースに、インディペンデント流にアップデートしてシンプル
でスリム・スタイリッシュなデザインにまとめ上げました。見やすく、また腕へのフィット感が高い機能美にあふれた時計です。

■円に四角を潜ませた「意思ある自由」を体現するデザイン
全体的に丸いフォルムですが、随所に四角を潜ませています。インディペンデントのコンセプト｢意思ある自由」をアイコニックに表現
する四角いキューブ型のりゅうずだけでなく、6 時位置のスモールセコンドも四角にデザインしています。

【商品仕様】

ブランド / 商品名
商品番号

INDEPENDENT / INNOVATIVE line BULL HEAD
BA7-018-11

BA7-018-51

発売日

2017 年 10 月

希望小売価格

20,000 円＋税

24,000 円＋税

ケース

ステンレス

バンド

ステンレス

ケース径 / 厚み

ケース径 42.0mm ／ 厚み 10.8mm（設計値）

ガラス

クリスタルガラス

文字板
主な機能

BA7-042-51

ホワイト

ブラック

ブラック

Cal.0510 / 月差±20 秒 /クロノグラフ機能（1/1 秒, 12 時間計）/ 電池寿命 2 年
■10 気圧防水

※1970 年代にシチズンのブルヘッドへ付けられた愛称。

INDEPENDENT（インディペンデント）とは
1996 年に誕生以来、自由な発想から生み出された独創的なテイスト･デザインを提案し続けるファッションウオッチブランドです。

URL: independentwatch.com

