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CB5874-90E
¥55,000 

（税抜価格¥50,000）

エコ・ドライブ電波時計 
ダイレクトフライト

CB5874-90E・CB5870-91L
ケース：ステンレス 
一部めっき（ジェットブラック色）
→CB5874-90E
厚み：12 .0mm／横幅：43 .0mm
ガラス：サファイアガラス（無反射コーティング）
防水性能：10気圧防水
夜光

Cal. E660
日中米欧電波受信／
月差±15秒（非受信時）／
光発電：3年（パワーセーブ作動時）／
パーペチュアルカレンダー／
クロノグラフ機能（1/1秒, 60分計）

BL5495-72E
¥49,500 

（税抜価格¥45,000）

エコ・ドライブ

BL5495-72E・BL5495-56E
ケース：ステンレス 
めっき（グレー色・ブラウン色）→BL5495-72E
めっき（ジェットブラック色）→BL5495-56E
厚み：11.1mm／横幅：39 .5mm
ガラス：球面クリスタルガラス
防水性能：10気圧防水
夜光

Cal. E820
月差±15秒／
光発電：2年（パワーセーブ作動時）／
パーペチュアルカレンダー／
クロノグラフ機能（1/20秒, 60分計）

BL5496-96L
¥44,000 

（税抜価格¥40,000）

エコ・ドライブ

BL5496-96L・BL5496-11E
ケース：ステンレス 
一部めっき（ジェットブラック色）
厚み：11.1mm／横幅：39 .5mm
ガラス：球面クリスタルガラス
防水性能：10気圧防水
夜光
カーフ革バンド→BL5496-11E

Cal. E820
月差±15秒／
光発電：2年（パワーセーブ作動時）／
パーペチュアルカレンダー／
クロノグラフ機能（1/20秒, 60分計）

BU4030-91E
¥35,200 

（税抜価格¥32,000）

エコ・ドライブ

BU4030-91E・BU4030-91L
ケース：ステンレス
厚み：11.2mm／横幅：41.0mm
ガラス：クリスタルガラス
防水性能：10気圧防水

Cal. 8725
月差±15秒／光発電：6ヶ月

CB5870-91L
¥55,000 
（税抜価格¥50,000）

BL5495-56E
¥49,500 
（税抜価格¥45,000）

BL5496-11E
¥41,800 
（税抜価格¥38,000）

BU4030-91L
¥35,200 
（税抜価格¥32,000）

AT2360-59L
¥33,000 

（税抜価格¥30,000）

エコ・ドライブ

AT2360-59L・AT2360-59E
ケース：ステンレス
厚み：9 .5mm／横幅：40 .0mm
ガラス：サファイアガラス
防水性能：5気圧防水

Cal. H500
月差±15秒／光発電：5ヶ月／
クロノグラフ機能（1/1秒, 60分計）

AT2390-58E
¥29,700 

（税抜価格¥27,000）

エコ・ドライブ

AT2390-58E・AT2390-58L
ケース：ステンレス
厚み：11.2mm／横幅：39 .8mm
ガラス：球面クリスタルガラス
防水性能：10気圧防水
夜光

Cal. H500
月差±15秒／光発電：5ヶ月／
クロノグラフ機能（1/1秒, 60分計）

AT2390-58L
¥29,700 
（税抜価格¥27,000）

AT2360-59E
¥33,000 
（税抜価格¥30,000）
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BJ6541-58L
¥18,700 

（税抜価格¥17,000）

エコ・ドライブ

BJ6541-58L・BJ6541-58P
ケース：ステンレス
厚み：8 .8mm／横幅：38 .0mm
ガラス：クリスタルガラス
防水性能：10気圧防水
夜光

Cal. E031
月差±15秒／光発電：6ヶ月

EM0930-58L
¥18,700 

（税抜価格¥17,000）

エコ・ドライブ

EM0930-58L・EM0930-58P
ケース：ステンレス
厚み：7 .5mm／横幅：27 .0mm
ガラス：クリスタルガラス
防水性能：5気圧防水
夜光

Cal. E031
月差±15秒／光発電：6ヶ月

BJ6543-10A
¥16,500 

（税抜価格¥15,000）

エコ・ドライブ

BJ6543-10A・BJ6541-15A
ケース：ステンレス 
めっき（イエローゴールド色）
→BJ6543-10A
厚み：8 .8mm／横幅：38 .0mm
ガラス：クリスタルガラス
防水性能：10気圧防水
カーフ革バンド

Cal. E031
月差±15秒／光発電：6ヶ月

EM0932-10A
¥16,500 

（税抜価格¥15,000）

エコ・ドライブ

EM0932-10A・EM0930-15A
ケース：ステンレス 
めっき（イエローゴールド色）
→EM0932-10A
厚み：7 .5mm／横幅：27 .0mm
ガラス：クリスタルガラス
防水性能：5気圧防水
カーフ革バンド

Cal. E031
月差±15秒／光発電：6ヶ月

BJ6541-58P
¥18,700 

（税抜価格¥17,000）

EM0930-58P
¥18,700 

（税抜価格¥17,000）

BJ6541-15A
¥16,500 

（税抜価格¥15,000）

EM0930-15A
¥16,500 

（税抜価格¥15,000）

［Mens］ ［Mens］ ［Ladies］［Ladies］［Mens］ ［Ladies］

BJ6484-50A
¥30,800 

（税抜価格¥28,000）

エコ・ドライブ

BJ6484-50A
ケース：ステンレス 
一部めっき（ピンクゴールド色）
厚み：7 .1mm／横幅：37 .2mm
ガラス：サファイアガラス
防水性能：5気圧防水
シンプルアジャスト

Cal. E031
月差±15秒／光発電：6ヶ月

EM0404-51A
¥30,800 

（税抜価格¥28,000）

エコ・ドライブ

EM0404-51A
ケース：ステンレス 
一部めっき（ピンクゴールド色）
厚み：7 .1mm／横幅：27 .7mm
ガラス：サファイアガラス
防水性能：5気圧防水
シンプルアジャスト

Cal. E031
月差±15秒／光発電：6ヶ月

［Mens］ ［Ladies］

AS1060-54E
¥38,500 

（税抜価格¥35,000）

エコ・ドライブ電波時計

AS1060-54E
ケース：ステンレス
厚み：8.4mm／横幅：37.2mm
ガラス：サファイアガラス
防水性能：5気圧防水

Cal. H415
国内電波受信／
月差±15秒（非受信時）／
光発電：2年（パワーセーブ作動時）／
パーペチュアルカレンダー

ES0000-79E
¥38,500 

（税抜価格¥35,000）

エコ・ドライブ電波時計

ES0000-79E
ケース：ステンレス
厚み：7.4mm／横幅：28.0mm
ガラス：サファイアガラス
防水性能：5気圧防水

Cal. H0F0／H0F6
国内電波受信／
月差±15秒（非受信時）／
光発電：2.5年（パワーセーブ作動時）／
パーペチュアルカレンダー
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NB1050-59E
¥77,000 

（税抜価格¥70,000）

メカニカル

NB1050-59E・NB1050-59A
NB1050-59L
ケース：ステンレス 
デュラテクトプラチナ（ライトシルバー色）
厚み：10 .5mm／横幅：38 .0mm
ガラス：サファイアガラス（無反射コーティング）
防水性能：10気圧防水
夜光
シースルーバック

Cal. 9011
機械式腕時計／
日差-10～+20秒／自動巻き＋手巻き
駆動時間：42時間（最大巻上時）

NB1050-59A
¥77,000 
（税抜価格¥70,000）

NB1050-59L
¥77,000 
（税抜価格¥70,000）

NB3020-08A
¥143,000 

（税抜価格¥130,000）

メカニカル

NB3020-08A・NB3020-16W
ケース：ステンレス 
デュラテクトプラチナ（ライトシルバー色）
厚み：14 .1mm／横幅：40 .5mm
ガラス：デュアル球面サファイアガラス
　　　（無反射コーティング）
防水性能：10気圧防水
銀箔漆文字板
コードバン革バンド→NB3020-08A
カーフ革バンド→NB3020-16W

Cal. 9184
機械式腕時計／
日差-10～+20秒／自動巻き＋手巻き
駆動時間：40時間（最大巻上時）

※機械式時計の精度は、ムーブメントを静的状態にて測定したものです。機械式時計の特性上、ご使用になる条件（携帯時間、時計の姿勢、腕の動き、
ぜんまいの巻き上げ具合など）によっては日差範囲を超える場合があります。駆動時間は、目安です。

※こちらのモデルは機械式時計です。（光発電「エコ･ドライブ」ではありません。）

NB1060-04A
¥137,500 

（税抜価格¥125,000）

メカニカル

NB1060-04A・NB1060-12L
ケース：ステンレス 
デュラテクトプラチナ（ライトシルバー色）
厚み：12 .0mm／横幅：38 .2mm
ガラス：デュアル球面サファイアガラス

（無反射コーティング）
防水性能：10気圧防水
銀箔漆文字板
コードバン革バンド→NB1060-04A
カーフ革バンド→NB1060-12L

Cal. 9011
機械式腕時計／
日差-10～+20秒／自動巻き＋手巻き
駆動時間：42時間（最大巻上時）

NEW 6月発売予定

NEW 6月発売予定

NB3020-16W
¥132,000 
（税抜価格¥120.000）

NB1060-12L
¥126,500 
（税抜価格¥115,000）
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