
分割払いも承ります。詳しくは売場販売員におたずねください。

※価格は消費税を含む総額にて表示しております。 ※品数に限りがございますので、売り切れの節はご容赦ください。
※価格は2023年1月現在のものです。価格が変更となる場合がございます。また、改良やデザイン変更により、仕様が異なる場合もございます。

〈ファイン・チューニング・サービス〉

FTS（ファイン・チューニング・サービス）は、〈シチズン〉が誇るマニファク
チュール技術を駆使し、カラーと素材を厳選した40の部品から4万通りの
スタイルが実現しました。10種の文字盤、8種のケース、5種の時分針、10種
の秒針、5種のバンド、2種のリングからカスタマイズしていただけます。
FTS（ファイン・チューニング・サービス）

（紳士用、エコ・ドライブ〈光発電〉電波、スーパーチタニウム、10気圧防水、ケース径41.5㎜）
121,000～165,000円

想いを込めた特別な 1 本を
■2月15日（水）628日（火） ■本館7階 時計売場

プレステージウォッチフェア
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閏年表示も備える永久カレンダーが
リューズで操作可能
1939年の誕生以来、クラシックな優雅さと洗練さの代名詞をなす「ポルトギーゼ」。

〈IWC〉シャフハウゼンの中でも長い歴史と高い知名度を誇る「ポルトギーゼ」の永久
カレンダーは、ラインナップのハイライトをなす最高のプレステージモデルです。

〈IWC〉ポルトギーゼ・パーペチュアルカレンダー42
（紳士用、自動巻、ステンレススチール、3気圧防水、ケース径42㎜）
3,289,000円

本格的なサーフィンから
ビジネスシーンにまで活躍する新作
〈ブライトリング〉を代表するダイバーズウォッチのデザインを一新。1970年代の
名作スーパーオーシャン スローモーションをルーツとするシンプルな美しさを踏襲
しながらも、現代的な機能と色鮮やかなカラーパレットを追加。
〈ブライトリング〉スーパーオーシャン オートマチック 42
（紳士用、自動巻、ステンレススチール〈セラミックベゼル〉、300m防水、ケース径42㎜）
588,500円

〈IWC〉 〈ブライトリング〉
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歯車の列を一直線に並べた独自構造をもつ
唯一無二の時計
ゴールデンブリッジは、独立時計師のヴィンセント・カラブレーゼと〈コルム〉とのコラボ
レーションによって誕生しました。歯車の列を一直線に並べた独自構造をもつバケット
形ムーブメントを搭載したブランドを代表するコレクションです。

〈コルム〉ゴールデンブリッジ 43
（紳士用、手巻き、18金ローズゴールド、3気圧防水、ケース径43㎜）
8,030,000円

スポーティでエレガントなデザイン
この「44㎜タグ・ホイヤー カレラ」は、この上なく本格的なクロノグラフです。ブラック
のカウンターを配したブラックダイヤルは、スタイルに妥協することのないスポーティ
でエレガントなデザイン。自社製ムーブメント「キャリバー ホイヤー02」を搭載し、パワー
リザーブは約80時間を誇ります。
〈タグ・ホイヤー〉タグ・ホイヤー カレラ キャリバー ホイヤー02 スポーツクロノグラフ
（紳士用、自動巻、スティール＆セラミック サテン／ポリッシュ仕上げ、100m防水、ケース径44㎜）
748,000円

〈タグ・ホイヤー〉 〈コルム〉
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〈センチュリー〉

What color inspires you？
〈カール F. ブヘラ〉の人気モデル「マネロ フライバック」コレクションに40㎜サイズが
加わりました。カラーにこだわった5つのバリエーションは時間を超え、場所を超え
ジェンダーレスに楽しんでいただけるコレクションです。

〈カール F. ブヘラ〉マネロ フライバック 40㎜
（男女兼用、自動巻、ステンレススチール、3気圧防水、ケース径40㎜）
1,078,000円

「プライムタイム」ロイヤルブルーの
コレクションに１Pダイヤ誕生
12角形のサファイアケースが上品に煌き、“至福の時”を過ごすにふさわしいサファイア
ウォッチです。メッシュベルトは腕へのフィット感もよくドレスアップにもデイリーユース
にもご着用いただけます。

〈センチュリー〉プライムタイム
㊧（紳士用、クォーツ、ステンレススチール、100m防水、ケース径34.1㎜）506,000円
㊨（婦人用、クォーツ、ステンレススチール、100m防水、ケース径24㎜）407,000円

〈カール F. ブヘラ〉
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ライトアップダイヤルを
備えた進化系ベンチュラ
1957年に世界初の電池式腕時計として発
表された革新のシンボル「ベンチュラ」は、
誕生から65年もの時を経た今も、進化を遂
げながら輝き続けています。左のプッシャー
を押すとダイアルに赤い光が点灯。1957年
に世界初の電池式時計として登場した時
から続く印象的なエレクトリックチャージシン
ボルが浮かび上がります。

〈ハミルトン〉ベンチュラXXL ブライト
（紳士用、クォーツ、ステンレススチール、
5気圧防水、ケースサイズ52×47.6㎜）
214,500円

ミリタリーウォッチの元祖
〈ハミルトン〉初のブロンズ
ケースのカーキ
「カーキ フィールド メカ ブロンズ」は、着用す
るたびにケースが少しずつ変色し、独特の
風合いが生まれます。〈ハミルトン〉専用手巻
ムーブメントH-50は、38㎜サイズのケースに
収められ、チタニウムケースバックとブラウン
ソフトレザーのNATOストラップを備えてい
ます。〈ハミルトン〉のミリタリーヘリテージを讃
えながらも、未来へとストーリーを紡ぐタイム
ピースです。  

〈ハミルトン〉カーキ フィールドメカニカル ブロンズ
（紳士用、手巻き、ブロンズ＆チタニウム、5気圧防水、ケース径38㎜）
125,400円

〈フレデリック・コンスタント〉

大胆なスケルトナイズを施した
クラシックエレガントモデル
クラシックエレガントに“モダン”な印象のスケルトンのエッジを添えた日本限定モデル。
スケルトナイズを施したダイヤルから、幾何学的にカットアウトしたブリッジムーブメント
の構造美が覗きます。

〈フレデリック・コンスタント〉クラシック インデックス オートマチック スケルトン
（紳士用、自動巻、ステンレススチール、5気圧防水、ケース径40㎜）
266,200円《日本限定150本》

〈ハミルトン〉
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エボリューション9 コレクションGMTウオッチ
ダイヤルは、スプリングドライブの故郷である信州の冬の山肌を覆う「朝霧」から
着想を得た、繊細な型打ちパターンが施されています。流れるように進む秒針の
様が、晴れの予兆とも言われる「朝霧」の情景を思わせます。

〈グランドセイコー〉Evolution 9 Collection
（紳士用、スプリングドライブ自動巻、ブライトチタン、10気圧防水、ケース径41㎜）
1,067,000円

「カラーリリー」をデザインテーマにした
エレガントな限定モデル
ドレスのドレープのような柔らかなひだをモチーフにしたベゼルと、カラーリリーのくるり
とした形のイメージが重なることから、テーマに採用いたしました。カラーリリーという
名前の由来は、ギリシャ語で美しいという意味の「カロス」とも言われており、花言葉
は「華麗なる美」です。

〈クレドール〉シグノ 限定モデル
（婦人用、クォーツ、ステンレススチール、18金イエローゴールド、日常生活用防水、ケースサイズ35×21㎜）
946,000円《限定30本》

〈クレドール〉 〈グランドセイコー〉
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30年進化し続けてきた
電波時計の
一つの到達点は「薄さ」
チタニウム製ウォッチ世界最薄レベルを実
現した〈エクシード〉の電波時計をベースに
した「YOAKE COLLECTION」特別仕様
です。見返しリングには、蒔絵手法を採用。
文字盤にはラメをあしらい、新たな夜明け
を祝福するきらびやかでエレガントなデザイン
となっています。
〈エクシード〉AS7156-62E
（紳士用、エコ・ドライブ〈光発電〉電波、
スーパーチタニウム、日常生活用防水、ケース径38㎜）
159,500円《限定500本》

世界を変える1㎜
薄さ1.00㎜のムーブメントに85個ものパーツ
を収めたエコ・ドライブ ワン。全体にデュラ
テクトDLCを施し、精悍でスポーティーな
デザインとなっています。〈エコ・ドライブ ワン〉
では初の5気圧防水を備え、よりアクティブな
シーンでもお使いいただけます。

〈エコ・ドライブ ワン〉
AR5064-57E

（紳士用、エコ・ドライブ〈光発電〉、
ステンレススチール、5気圧防水、ケース径38㎜）
495,000円

〈エコ・ドライブ ワン〉

伝統の精密技術がついにたどり着いた
機能美という芸術
伝統的なOSマークの型打ち模様が特長の文字板に、一本一本丁寧に手作業で
曲げられた針、光が走るダイヤカットと、ねじの青色とルビーの赤色のコントラストは
美しく華やかな印象を放ちます。

〈オリエントスター〉MECHANICAL MOON PHASE RK-AY0101S
（紳士用、自動巻〈手巻き付〉、ステンレススチール〈SUS316L〉、日常生活用強化防水〈5気圧〉、ケース径41㎜）
198,000円

〈オリエントスター〉

〈エクシード〉
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100年の歴史をもつ自社一貫生産を行う
ドイツクロックブランド〈ヘルムレ〉
ヴィンテージ感あふれる木目、滑らかなカーブがエレガントな佇まいの手巻き式クロック。
インテリアに溶け込み、飽きのこないデザインと共に、チャイム機能、夜間鳴り止め
機能を搭載しており、毎日の生活に潤いを与える逸品です。
〈ヘルムレ〉置時計
（手巻き〈7日巻〉、木枠にウォルナット仕上げ、サイズ21×14×高さ30㎝）
330,000円

〈ヘルムレ〉

“伝統と革新の融合”
蒔絵「しぶき -SHI･BU･KI-」
京都の伝統工芸士、下出祐太郎氏との共創で誕生した蒔絵-蒔きぼかし抜描
瀧文-モデル。蒔絵の技術とOCEANUSブルーで水の躍動感を表現しました。
ベゼルに施した蒔きぼかし抜描瀧文はすべて下出氏の手作業のため、一つとし
て同じものはありません。
〈オシアナス〉OCW-S5000MB-1AJF
（紳士用、クォーツ、チタン、サファイアガラス、10気圧防水、ケースサイズ48.8×42.3×9.3㎜）
275,000円

〈オシアナス〉
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分割払いも承ります。詳しくは売場販売員におたずねください。

※価格は消費税を含む総額にて表示しております。 ※品数に限りがございますので、売り切れの節はご容赦ください。
※価格は2023年1月現在のものです。価格が変更となる場合がございます。また、改良やデザイン変更により、仕様が異なる場合もございます。

〈ファイン・チューニング・サービス〉

FTS（ファイン・チューニング・サービス）は、〈シチズン〉が誇るマニファク
チュール技術を駆使し、カラーと素材を厳選した40の部品から4万通りの
スタイルが実現しました。10種の文字盤、8種のケース、5種の時分針、10種
の秒針、5種のバンド、2種のリングからカスタマイズしていただけます。
FTS（ファイン・チューニング・サービス）

（紳士用、エコ・ドライブ〈光発電〉電波、スーパーチタニウム、10気圧防水、ケース径41.5㎜）
121,000～165,000円

想いを込めた特別な 1 本を
■2月15日（水）628日（火） ■本館7階 時計売場

プレステージウォッチフェア
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