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1997 年以来、情熱的な人物によって導かれてきた 
アノーニモは 20 周年を迎えます。 

 
1997 年イタリア フィレンツェで創設されたアノーニモは、地元の時計製造の長い歴

史と伝統を受け継いでいます。バラエティ豊富なコレクション、マテリアル、機能、

パテントはアルノ川の畔で繁栄しました。2009 年にチームはより強固となり、ブラ

ンドはインターナショナルマーケットに足を踏み入れ、コレクションはより充実し

ました。2013 年にヨーロッパの資本家に会社を売却したアノーニモは本拠地をスイ

スに移動し、この新しい土地で組織を再構築しました。今日、独立系ブランドであ

るアノーニモはブランドのパーソナリティとＤＮＡを継承しています。異なる実体、

異なるパーソナリティは“時計はブランドステータスによって選ぶのではなく、着

用者のパーソナリティを表現するものである”というブランドのオリジナルの哲学

に忠実に基づいています。 

イタリアンエレガンスに影響を受けた芸術至上主義とともにアノーニモの時計は独

特なデザインと頑丈なケースで頑強さと機能性の両面を表現しています。 

オリジナリティ、誠実さ、精密さの価値は 20 年以上続いています。この感性は、例

えば、時計製造において、加工ステンレススチールやブロンズを初めて使用したブ

ランドの一つメーカーとして、これらの素材を慎重に選択する事でより強化されて

います。アノーニモの時計はプロフェッショナルダイバー達の為に製造されてきま

した、今日ではより洗練された独自の個性あるスタイルが特徴付けられています。 

ANONIMO SpA: 1997 – 2009 

オフィチーネ パネライの売却された後、フィレンツェに時計産業を復活させたいと

いう願いに駆られていた、フェラガモに勤務していたフェデリコ・マサチェシは、

1939 年からの老舗ケースメーカー、Ambucchi workshop の職人技をアノーニモの設

立のために生かしました。洗練されたイタリアン タイムピース製造の為、2 つのコ

ラボレーターは同じ情熱と同じクリエティビティの感性を共有していました。そし

て元イタリア海軍士官であり、元パネライの CEO であるディノ・ゼイの力を借り、

有能な技術者とイノベーションのおかげで、このコラボレーションが結果を出すの

に時間はかかりませんでした。テイラーメイドであり、素晴らしく洗練された真の

プロフェッショナル器具といえるこの時計は、イタリアの市場をターゲットとし製

造されました。アノーニモは約 45 モデルを開発し、テクニカルコンストラクション

と、時計の装飾の両方で、いくつかの特許をデポジットしています。 

例えば、この工場では深海潜水の世界的リーダー的存在の一つである

CNS(Cooperative Nazionale Sommazzatori)の為にブロンズ製の初めてのダイビング ウォ

ッチとその他、幾つかのモデルが製造されました。典型的なフィレンツェのノウハ 
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ウを使用し鋳造されたウオッチケースは大きな圧力にも耐える事が出来ます。2002
年ディノ・ゼイは彼の名を冠したより、エレガントでコンテンポラリーなアプロー

チをした新コレクションの開発に同意しました。 

Firenze Orologi: 2009 – 2013 

新作の製造、発明、スポーツ界との様々なパートナーシップ行っていた中で、マネ

ージメントチームは変わりましたが本拠地はフィレンツェに残ったままでした。イ

タリア以外でブランドを有名にする為、アノーニモはまず日本、アメリカ、ドイツ

の市場で発売されました。地元の伝統的なノウハウ、1939 年からフィレンツェでケ

ースを作りづづけているケース職人達への敬意を表して、ケース裏とダイアルに

"Anonimo Firenze”の文字が銘刻されています。 

コレクションは改訂、最注目され 4 つのコレクションに分類されました。 

• "スポーツ"ライン 
”ミリターレ”ライン：一瞥でそれと分かる特徴的な 6 時位置にリューズを

備えるクッション型ケースで特徴付けられています。このラインは現在も続

いているコレクションの一部です。 
• "プロフェッショナーレ”ライン：CNS(Cooperative Nazionale Sommazzatori )と

のコラボレーションにより製造され、プロのダイバー達の為に作られたライ

ンです。 
• ”ディノ・ゼイ”モデル：ダイアル上にダイビングスーツヘルメットのスタ

ンプ、パーシャルトランスペアレントケースバック 
 

ANONIMO SA: from 2013 -  

ヨーロッパの投資家により買収され、本社をフィレンツェからスイスへ移し”スイ

ス メイド”の基準を満たすことになりました。 

チームの再編成、インターナショナルディディストリビーションネットワークの開

発、”ミリターレとナウティーロ”の現在の 2 つのラインをより深く、徹底的に取

り組む事によって、新しいブランド開発戦略は開始されます。今後、アノーニモは

イタリアンスタイルのスポーツシック、強烈な個性とスイスの正確さを完璧に融合

しています。時計はすっきりとしていて機能的なデザインに、ANONIMO の A を彷彿

させる 12、4、8 でアレンジされたトライアングルをもつクリーンダイアルによって

特徴づけられています。 
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Important Dates 

1997:      イタリア フィレンツェにて ANONIMO SpA 創設 
 
1998: イタリアのウォッチメーカーとジュエラーにとって最も重要な展示会である

ヴィチェンツァオーロで"  ミッレメトリ "を発表しました。このモデルはイタ

リアンネームに相応しい自動巻き、1000m 防水を備える時計でした。この 2
モデルは CNS(Cooperative Nazionale Sommazzatori)によりテストされ 2002 年 10
月シチリア沖で開催された海洋地球物理学研究の GEOSTAR プロジェクト期間

中に 2100ｍの深さまで達しました。 
 
2001: 特許取得 6 時位置にクラウンを配置したミリターレモデルの製造開始。 
2005:  ディノ・ゼイ ラインから初のモデル Nemo を発表。 
  
2006:  ディノ ゼイは初のナウティーロを開発しました。1841 年の難破船から宝物を

救ったプロフェッショナルダイバー達によって使用されていたアノーニモウ

ォッチへの敬意を表して、船と同じ名前のポルーチェモデルを発表しました。    
 
2007: 直径 55mm の Marlin モデルを含め、"10 ANNI"スペシャルエディションの発表 
2009: フィレンツェ オロロジーとインターナショナルディディストリビューションと

共に構造は更に進化しました。 
 
2012: ブランドの 15 周年を記念し、ディノ・ゼイは限定 800 冊の本を出版しました。 
 
2013: ブランドはスイスに本拠地を移し、ブランド名を ANONIMO SA.に変更しました。 
 
 2015: 新しいコレクションミリターレラインとナウティーロラインを発表しました。 
 
2017: ANONIMO celebrates 20 years. 
   アノーニモ 20 周年。 
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アノーニモの特許とユニークな特徴 

 

• The U-Lock® 
革新的なロックシステムであり、とても強固なウォッチケースを備えるプロフェッ

ショナーレモデル専用に開発れました。O-Ring をねじり軽減をするアドバンスロッ

ク防水システム仕上げが施され、緊急状況下でも特別な道具無しで簡単に治す事が

出来ます。システムはダイヤルサイドの大きなネジで操作し、ケースを開けたり、

取り外す必要がありません 

• “Locking Device System ” 
クラウンの関節運動と保護のシステムでワインディング機構の防水性を保証します。 

クラウンは取り扱い易さと手首への刺激を減らす為サイドではなく、ラグの間に配

置されています。 

*DRASS Double Refined Anonimo Steel Surface 
スチールへの複数の加工により、よりくすんだ色合いになりチタニウムに近い色で

す。この目的は腐食に対する耐性と酸化と戦いを最大化する事です。 

• KODIAK k® 
革が自然の品質を保つ為、密封された状態である事を保証する為のプロセスは実際、

水をはじくのでは無く、革を劣化させること無く吸収する事です。 

 

Bronze and ANONIMO 

アノーニモにおいてブロンズウォッチは歴史的な正統性を保持し、ブランドのフィ

レンツェのノウハウを表現しています。合金は合成物に応じて異なる色を持つかも

しれませんが、アノーニモの選択は暖色に傾いています。耐摩耗性と腐食性の他に、

ブロンズは着用者と共に進化します。最初の頃は金色に似た色ですが、時間の経過

と共に暗くなり、自然な光沢を手に入れます。このゆっくりで緩やかな酸化はブロ

ンズウォッチにユニークかつヴィンテージルックを与え、気高く優雅な素材を愛す

る人たちによって大いに求められています。 
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Technical Details: Nautilo 

2006 年に初のナウティーロが誕生し、新しいモデルはディノ・ゼイによってデザイ

ンされた有名なダイバーウォッチの現代的な再解釈です。4 時位置に配置されたクラ

ウンは多くのダイバー達の意見の中で最も快適な位置である理想的な場所です。12
時、4 時、8 時のダブルバトンは昼夜、陸海問わずいつでも ANONIMO の頭文字 A を

思い出させてくれます。 

• Case 
 44,4 mm 

 スチール、ブロンズ又はツートンブロンズ/DLC 

 クッション型 

 防水性 200m(20 気圧） 

 グラジュエーティッド セラミック インサート付きベゼル 

 無反射加工サファイアクリスタル 

 スイススーパールミノバ（数字＆ハンズ） 

 逆回転防止ベゼル 

 ねじ込み式クラウン 

 ANONIMO の A のトライアングル付きセントラルセカンドハンド 

  

• Movement 

 セリタ SW200-1 

 自動巻き 

 パワーリザーブ 38 時間 

 6 時位置デイト表示 

 スイスメイド 

• Strap 

 Black rubber – delivered with an additional two-toned Nato bracelet  

 ブラックラバー（ツートン NATO ストラップ付き） 

 Coloured calf leather, hand-made in Italy  

 着色カーフレザー（イタリア製ハンドメイド） 

 ピンバックル 
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Technical Details: ミリーターレ オートマティック＆クロノ 

  

2001 年アノーニモによって製造され、ポケットウォッチからインスピレーションを

受けた 12 時位置に配置されたクラウンが特徴となっています。この特許取得のシス

テムにより、可動式で控えめなヒンジはケースのラグの間にあるクラウンを予期し

ない誤操作から保護します。数字の 12,04,08 のトライアングルは ANONIMO の頭文

字 A を彷彿とさせるクリーンなダイアルです。 
   

• Case 
 43,4 mm 

 スチール/ブロンズ 

 クッション型 

 防水性 120m（12 気圧） 

 リブ付きベゼル 

 無反射加工サファイアクリスタル 

 ユニークハンドブラッシュドケース、グレー/ブラック/ブルー 

 全てのマーカーにスイス スーパールミノバ使用 

 逆回転防止ベゼル 

 クロノグラフバージョン： ANONIMO の A のトライアングル付きセント

ラルセカンドハンド 

• Movement 

 自動巻き：セリタ SW260-1  

 自動巻きクロノグラフ：セリタ SW300(Dubois Dépraz 2035M model ア
ノーニモ用に開発) 

 自動巻き 

 パワーリザーブ：38 時間（自動巻き）、42 時間（自動巻きクロノグ

ラフ） 

 自動巻き：9 時位置デイト表示 

 自動巻きクロノグラフ：9 時位置 30 分積算計、3 時位置スモールセ

コンド、セントラルセカンドハンド 
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 スイスメイド 

 

• Strap 

 カーフレザー（イタリア製ハンドメイド）：追加代金でヌバックス

トラップ 

 ピンバックル 

 

 


