2020 年 9 月 23 日
エプソン販売株式会社

「ORIENT STAR」から Moving Blue～世界をつなぐ感動の青～をイメージ
した 2020 年数量限定モデルが登場
エプソンは、
「ORIENT STAR」から世界をつなぐ空や海のブルーをイメージした Moving Blue のテーマ
のもと、第二弾となる数量限定モデルを 2020 年 10 月 22 日に、レディースモデルは 2020 年 11 月 19
日に発売します。今回のモデルは、コンテンポラリーコレクションの『モダンスケルトン』
『セミスケルト
ン』、新たに登場したレディースモデル、および『クラシックセミスケルトン』から合わせて 4 タイプ登場
し、いずれも裏ぶたに限定シリアルを刻む特別仕様の逸品です。
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テーマとなる Moving Blue は、世界の多くの人にオリエントスターを着けていただきたいという想い
から始まり、世界をつなぐ空や海のブルーを 4 種類のモデルに共通のダイヤルカラーとして採用していま
す。今回のモデルはいずれも夜空をイメージし一段と強調した色使いに特長があり、中心から外に向かっ
てブルーの濃度が増すグラデーションダイヤルやブルーの夜空に優しく輝く月を表現したピンクゴールド
色のスケルトンパーツが印象的です。
コンテンポラリーコレクションの『モダンスケルトン』は、全体的にダークなブルーのグラデーション
を用いながら、ダイヤルの表示にメリハリをつけ、スポーティーな印象を高めます。(世界数量限定
1,300 本(国内 700 本、海外 600 本))。『セミスケルトン』は、コントラストを強調したブルーのグラデ
ーションが澄み渡る海と漆黒の夜空を想起させます。(国内数量限定 400 本)。どちらのモデルもピンクゴ
ールド色のパーツで縁取られたセミスケルトン部分は海を照らすまさに満月のようです。
新たに加わった『セミスケルトン』レディースモデルは、ブルーダイヤルのセミスケルトン部分を縁取
るピンクゴールド色のパーツを変形させてカットし優しい光を放つ三日月を表現、12 時位置のダイヤモ
ンドは夜空に輝く星をイメージしています。(国内数量限定 400 本)。
『クラシックセミスケルトン』は、ソフトフォーカスのような淡いブルーのグラデーションにセミスケ
ルトンやスモールセコンドの縁取り、12 時のローマンインデックスを彩るピンクゴールド色も洒落たア
クセントを演じています。（国内数量限定 400 本）。
4 タイプのモデルにはプレステージショップ限定モデルも準備しており、数量は各 250 本それぞれのモ
デルに替えバンドが付いています。

RK-AV0116L

RK-AV0117L

¥93,500

¥93,500

(\85,000＋税)

(\85,000＋税)
プレステージショップ限定

RK-AT0012L
¥72,600
(\66,000＋税)

RK-AT0013L
\72,600
(\66,000+税)
プレステージショップ限定
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RK-AV0011L

RK-AV0012L

RK-ND0106L

RK-ND0104L

\78,100

\69,300

\69,300

(\63,000+税)

(\63,000＋税)

¥78,100
(\71,000＋税)

(\71,000+税)
プレステージショップ限定

プレステージショップ限定

■記載の価格はメーカー希望小売価格です。

「ORIENT STAR」について
1951 年に誕生した「ORIENT STAR」は、デザイン、パーツ、製造すべての点で「輝ける星」と呼ば
れる機械式時計を作りたいという思いが込められています。伝統的な職人技と最新の製造技術を組み合わ
せた自社一貫体制からは、46 系 F7 に代表される機械式ムーブメントや「通」をも魅了する緻密なディ
テール、トレンド感のある洗練されたデザインを融合した MADE IN JAPAN の実用的かつ上質な逸品な
ど、タイムレスな価値を作り続けています。
― 商 品 概 要 ―
コレクション
商品名

コンテンポラリー
モダンスケルトン

発売予定日
品番

セミスケルトン
2020 年 10 月 22 日

RK-AV0116L

RK-AV0117L

RK-AT0012L

RK-AT0013L

メーカー

\93,500

\72,600

希望小売価格

(\85,000+税)

(\66,000+税)

ムーブメント

自社製キャリバーF6F44 自動巻き（手巻き付）

自社製キャリバーF6R42 自動巻き（手巻き付）

駆動時間

50 時間以上

精度

日差＋25 秒～－15 秒

ケース素材

ステンレススチール
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ケースサイズ

縦 49.0mm / 横 41.0mm / 厚さ 12.0mm

ガラス
バンド

表:サファイアクリスタル (AR コーティング)、裏：無機ガラス
ステンレススチール(SUS316L) / プッシュ三つ折

ステンレススチール(SUS316L) / プッシュ三つ折

式(中留) / 幅 21mm

式(中留) / 幅 20mm

ダイヤル色

ネイビー
世界数量限定 1,300 本

限定

縦 46.2mm / 横 39.3mm / 厚さ 12.2mm

(国内 700 本、海外 600
本)

プレステージショップ
限定 250 本

国内数量限定 400 本

プレステージショップ
限定 250 本

10 気圧防水、パワーリザーブ表示機能、秒針

10 気圧防水、パワーリザーブ表示機能、秒針

停止装置付き、24 石、ルミナスライト、シー

停止装置付き、22 石、ルミナスライト、シー

スルーバック

スルーバック

コレクション

クラシック

コンテンポラリー

商品名

クラシックセミスケルトン

セミスケルトン

発売予定日

2020 年 10 月 22 日

2020 年 11 月 19 日

主な特長

品番

RK-AV0011L

RK-AV0012L

RK-ND0106L

RK-ND0104L

メーカー

\78,100

\69,300

希望小売価格

(\71,000+税)

(\63,000+税)

ムーブメント

自社製キャリバーF6F42 自動巻き（手巻き付）

自社製キャリバー55C22 自動巻き（手巻き付）

駆動時間

50 時間以上

40 時間以上

精度

日差＋25 秒～－15 秒

日差＋40 秒～－30 秒

ケース素材

ステンレススチール

ケースサイズ

縦 46.5mm / 横 40.0mm / 厚さ 12.7mm

ガラス

表:ボックス無機ガラス、裏：無機ガラス

バンド

色めっき

表:サファイアクリスタル (AR コーティン
グ)、裏：無機ガラス

(中留) / 幅 14mm

ネイビー
国内数量限定 400 本

プレステージショップ
限定 250 本

日常生活用強化防水(5 気圧)、パワーリザー
主な特長

縦 37.0mm / 横 30.0mm / 厚さ 10.2mm

ステンレススチール(SUS316L) / プッシュ観音式

皮革 / プッシュ三つ折式(中留) / 幅 20mm

ダイヤル色
限定

ステンレススチール(ベゼル：ピンクゴールド

ブ表示機能、秒針停止装置付き、24 石、
シースルーバック

国内数量限定 400 本

プレステージショップ
限定 250 本

日常生活用強化防水(5 気圧)、20 石、
ダイヤモンド 1 個、シースルーバック
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■購入先について
全国の量販店・百貨店・時計専門店や通販サイトにてご購入いただけます。
■オリエントスターサイト： https://www.orient-watch.jp/orientstar/
■オリエントスタープレステージショップ：https://www.orient-watch.jp/orientstar/prestige.php
■SNS オリエントスター公式アカウント
オリエントスター公式 Facebook ：https://www.facebook.com/orientstar.jp/
オリエントスター公式 Instagram：https://www.instagram.com/orientstar.jp/

以上

