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［ 01・02 共通仕様 ］ 自動巻き（手巻き付）／駆動時間：40 時間以上（最大巻き上げ時）／秒針停止装置付／22 石／ガラス：サファイアクリスタル（AR コーティング）
ルミナスライト（02 の針は通常蓄光です）／耐磁 1種／日常生活用強化防水（20 気圧）／ねじ式りゅうず／回転ベゼル（簡易方位計）／ケース：ステンレススチール
プロテクションシールド／バンド：ステンレススチール（SUS316L）（01）・ナイロン（02）／プッシュＷロック三つ折れ式中留（01）／ケースカラー：黒色めっき（02）※1

ケースサイズ：H52.0×W45.0※ 2 ×T12.8 ｍｍ／バンド幅：20mm ／精度：日差＋25 秒～−15 秒   〈Made in Japan〉
※1：ケースの一部　※ 2：プロテクションシールド含むサイズ：W47.0mm

01
RN-AC0N01B 

￥66,000 （¥60,000+税）

02
RN-AC0N03E 

￥66,000 （¥60,000+税）

SPORTS
M-FORCE
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［ 01・02 共通仕様 ］ 自動巻き（手巻き付）／駆動時間：40 時間以上（最大巻き上げ時）／秒針停止装置付／22 石／ガラス：サファイアクリスタル（AR コーティング）
ルミナスライト（02 の針は通常蓄光です）／耐磁 1種／日常生活用強化防水（20 気圧）／ねじ式りゅうず／回転ベゼル（簡易方位計）／ケース：ステンレススチール
プロテクションシールド／バンド：ステンレススチール（SUS316L）（01）・ナイロン（02）／プッシュＷロック三つ折れ式中留（01）／ケースカラー：黒色めっき（02）※1

ケースサイズ：H52.0×W45.0※ 2 ×T12.8 ｍｍ／バンド幅：20mm ／精度：日差＋25 秒～−15 秒   〈Made in Japan〉
※1：ケースの一部　※ 2：プロテクションシールド含むサイズ：W47.0mm

［ 03 ～ 06 共通仕様 ］ 自動巻き（手巻き付）／駆動時間：40 時間以上（最大巻き上げ時）／秒針停止装置付／22 石／ガラス：サファイアクリスタル（AR コーティング）
ルミナスライト／耐磁 1種／200m 空気潜水用防水／ねじ式りゅうず／回転ベゼル（逆回転防止構造）／ケース：ステンレススチール（SUS316L）／プロテクションシールド
バンド：ステンレススチール（SUS316L）（03・04）・シリコン（05・06）／プッシュＷロック三つ折れ式中留（03・04）／ケースカラー：黒色めっき（05）
ケースサイズ：H52.0×W45.0※ 3 ×T13.2 ｍｍ／バンド幅：20mm ／精度：日差＋25 秒～−15 秒   〈Made in Japan〉
※ 3：プロテクションシールド含むサイズ：W47.3mm

03
RN-AC0L01B 

¥71,500 （¥65,000+税）

05
RN-AC0L03B 

¥71,500 （¥65,000+税）

04
RN-AC0L02R 

¥71,500 （¥65,000+税）

06
RN-AC0L04L 

¥66,000 （¥60,000+税）
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［ 07～ 09 共通仕様 ］ 自動巻き（手巻き付）／駆動時間：40 時間以上（最大巻き上げ時）／秒針停止装置付／22 石／ガラス：サファイアクリスタル／ルミナスライト
耐磁 1種／日常生活用強化防水（20 気圧）／ねじ式りゅうず／回転ベゼル（逆回転防止構造）／ケース：ステンレススチール／バンド：ステンレススチール（SUS316L）
プッシュW ロック三つ折式（07・08）／バンド：ナイロン（09）／ケースカラー：ブロンズ色めっき（09）／ケースサイズ：H51.0×W43.4×T12.8 ｍｍ／バンド幅：22mm
精度：日差＋25 秒～−15 秒   〈Made in Japan〉

07
RN-AC0K02E 

￥50,600 （¥46,000+税）

08
RN-AC0K03L 

￥50,600 （¥46,000+税）

09
RN-AC0K04E 

￥50,600 （¥46,000+税）

SPORTS
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［ 07～ 09 共通仕様 ］ 自動巻き（手巻き付）／駆動時間：40 時間以上（最大巻き上げ時）／秒針停止装置付／22 石／ガラス：サファイアクリスタル／ルミナスライト
耐磁 1種／日常生活用強化防水（20 気圧）／ねじ式りゅうず／回転ベゼル（逆回転防止構造）／ケース：ステンレススチール／バンド：ステンレススチール（SUS316L）
プッシュW ロック三つ折式（07・08）／バンド：ナイロン（09）／ケースカラー：ブロンズ色めっき（09）／ケースサイズ：H51.0×W43.4×T12.8 ｍｍ／バンド幅：22mm
精度：日差＋25 秒～−15 秒   〈Made in Japan〉

15
RN-AA0007L 

￥37,400 （¥34,000+税）

14
RN-AA0006B 

￥37,400 （¥34,000+税）

［ 10 ～15 共通仕様 ］ 自動巻き（手巻き付）／駆動時間：40 時間以上（最大巻き上げ時）／秒針停止装置付／22 石／ガラス：無機ガラス／ルミナスライト／耐磁 1種
日常生活用強化防水（20 気圧）／ねじ式りゅうず／回転ベゼル（逆回転防止構造）／ケース：ステンレススチール／バンド：ステンレススチール（SUS316L）
プッシュW ロック三つ折式中留（10 ～12・14・15）／バンド：シリコン（13）／ケースサイズ：H50.0×W43.6×T12.9 ｍｍ／バンド幅：22mm
精度：日差＋25 秒～−15 秒   〈Made in Japan〉 

10
RN-AA0912B 

¥37,400 （¥34,000+税）

12
RN-AA0915R 

¥37,400 （¥34,000+税）

11
RN-AA0914E 

¥37,400 （¥34,000+税）

13
RN-AA0916L

¥35,200 （¥32,000+税）
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［ 16 ～18 共通仕様 ］ 自動巻き（手巻き付）／駆動時間：40 時間以上（最大巻き上げ時）／秒針停止装置付／22 石／ガラス：サファイアクリスタル／耐磁 1種
日常生活用強化防水（20 気圧）／ねじ式りゅうず／回転ベゼル（逆回転防止構造）／ケース：ステンレススチール
バンド：ステンレススチール（SUS316L）・プッシュW ロック三つ折式中留／ケースサイズ：H46.8×W41.8×T12.8 ｍｍ／バンド幅：22mm
精度：日差＋25 秒～−15 秒   〈Made in Japan〉

16
RN-AA0810N 

￥44,000 （¥40,000+税）

17
RN-AA0811E 

￥44,000 （¥40,000+税）

18
RN-AA0812L 

￥44,000 （¥40,000+税）
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［ 16 ～18 共通仕様 ］ 自動巻き（手巻き付）／駆動時間：40 時間以上（最大巻き上げ時）／秒針停止装置付／22 石／ガラス：サファイアクリスタル／耐磁 1種
日常生活用強化防水（20 気圧）／ねじ式りゅうず／回転ベゼル（逆回転防止構造）／ケース：ステンレススチール
バンド：ステンレススチール（SUS316L）・プッシュW ロック三つ折式中留／ケースサイズ：H46.8×W41.8×T12.8 ｍｍ／バンド幅：22mm
精度：日差＋25 秒～−15 秒   〈Made in Japan〉

23
RN-AA0004L 

￥39,600 （¥36,000+税）

20
RN-AA0002L 

￥41,800 （¥38,000+税）

19
RN-AA0001B 

￥41,800 （¥38,000+税）

22
RN-AA0003R 

￥41,800 （¥38,000+税）

［ 19 ～ 23 共通仕様 ］ 自動巻き（手巻き付）／駆動時間：40 時間以上（最大巻き上げ時）／秒針停止装置付／22 石／ガラス：サファイアクリスタル／ルミナスライト／耐磁 1種
日常生活用強化防水（20 気圧）／ねじ式りゅうず／回転ベゼル（逆回転防止構造）／ケース：ステンレススチール／バンド：ステンレススチール（SUS316L）（19 ～ 22）・シリコン（23）
プッシュW ロック三つ折式中留（13 ～16）／ケースサイズ：H46.8×W41.8×T12.8 ｍｍ／バンド幅：22mm
精度：日差＋25 秒～−15 秒   〈Made in Japan〉

21
RN-AA0808E 

¥41,800 （¥38,000+税）
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［ 24・25 共通仕様 ］ 自動巻き（手巻き付）／駆動時間：40 時間以上（最大巻き上げ時）／秒針停止装置付／22 石／無機ガラス／ルミナスライト／耐磁 1種
日常生活用強化防水（10 気圧）／ケース：ステンレススチール／ケースカラー：黒色めっき（24）／バンド：ナイロン
ケースサイズ：H49.4×W42.4×T12.2 ｍｍ／バンド幅：22mm ／精度：日差＋25 秒～−15 秒   〈Made in Japan〉

［ 26・27 共通仕様 ］ 自動巻き（手巻き付）／駆動時間：40 時間以上（最大巻き上げ時）／秒針停止装置付／22 石／無機ガラス／ルミナスライト／耐磁 1種
日常生活用強化防水（10 気圧）／ケース：ステンレススチール／ケースカラー：黒色めっき（26）／バンド：ナイロン（26）・皮革（27）
ケースサイズ：H49.4×W42.4×T11.6 ｍｍ／バンド幅：22mm ／精度：日差＋25 秒～−15 秒   〈Made in Japan〉

27
RN-AC0H03B 

￥29,700 （¥27,000+税）

24
RN-AK0403N

￥35,200 （¥32,000+税）

25
RN-AK0404B 

￥33,000 （¥30,000+税）

26
RN-AC0H02N  

￥31,900 （¥29,000+税）
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［ 24・25 共通仕様 ］ 自動巻き（手巻き付）／駆動時間：40 時間以上（最大巻き上げ時）／秒針停止装置付／22 石／無機ガラス／ルミナスライト／耐磁 1種
日常生活用強化防水（10 気圧）／ケース：ステンレススチール／ケースカラー：黒色めっき（24）／バンド：ナイロン
ケースサイズ：H49.4×W42.4×T12.2 ｍｍ／バンド幅：22mm ／精度：日差＋25 秒～−15 秒   〈Made in Japan〉

［ 26・27 共通仕様 ］ 自動巻き（手巻き付）／駆動時間：40 時間以上（最大巻き上げ時）／秒針停止装置付／22 石／無機ガラス／ルミナスライト／耐磁 1種
日常生活用強化防水（10 気圧）／ケース：ステンレススチール／ケースカラー：黒色めっき（26）／バンド：ナイロン（26）・皮革（27）
ケースサイズ：H49.4×W42.4×T11.6 ｍｍ／バンド幅：22mm ／精度：日差＋25 秒～−15 秒   〈Made in Japan〉

［ 28 ～ 32 共通仕様 ］ クオーツ／電池寿命：約 3 年／無機ガラス／ルミナスライト／日常生活用強化防水（10 気圧）／ケース：ステンレススチール
ケースカラー：黒色めっき（31※ 4）／バンド：ステンレススチール（28 ～ 30）・皮革（31・32）／プッシュ三つ折式中留／ケースサイズ：H49.0×W42.0×T10.3 ｍｍ
バンド幅：22mm ／精度：月差± 20 秒以内／1/1秒ストップウオッチ（30 分計測）  〈Made in Japan〉
※ 4：ケースの一部・りゅうず

31
RN-KV0004B

￥20,900 （¥19,000+税）

28
RN-KV0001B

￥23,100 （¥21,000+税）

32
RN-KV0005Y 

￥20,900 （¥19,000+税）

29
RN-KV0002L 

￥23,100 （¥21,000+税）

30
RN-KV0003R 

￥23,100 （¥21,000+税）
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［ 33 ～ 37 共通仕様 ］ クオーツ（ライトチャージムーブメント）／駆動時間：フル充電約 6 ヶ月／無機ガラス／日常生活用強化防水（10 気圧）
ケース・バンド：ステンレススチール／プッシュ三つ折式中留／ケース・バンドカラー：黒色めっき（36）／ケースサイズ：H46.6×W42.0×T11.7 ｍｍ
バンド幅：22mm ／精度：月差±15 秒以内／1/5 秒ストップウオッチ（60 分計測）／アラーム機能  〈Made in Japan〉

36
WV0081TY

￥37,400 （¥34,000+税）

37
WV0091TY 

￥33,000 （¥30,000+税）

33
WV0011TY

￥33,000 （¥30,000+税）

34
WV0021TY 

￥33,000 （¥30,000+税）

35
WV0031TY 

￥33,000 （¥30,000+税）



10

38
WV0021TX

￥35,200 （¥32,000+税）

39
WV0031TX 

￥35,200 （¥32,000+税）

40
WV0041TX 

￥35,200 （¥32,000+税）

［ 38 ～ 40 共通仕様 ］ クオーツ( ライトチャージムーブメント)／駆動時間：フル充電約 6 ヶ月／無機ガラス／ルミナスライト／日常生活用強化防水（10 気圧）
ケース・バンド：ステンレススチール／プッシュ三つ折式中留／ケースサイズ：H48.7×W42.0×T11.7 ｍｍ／バンド幅：22mm ／精度：月差±15 秒以内
1/5 秒ストップウオッチ (60 分計測 )　〈Made in Japan〉 
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41
RN-AR0201B 

￥63,800 （¥58,000+税）

REVIVAL
レトロフューチャーカメラ



12

42
RN-AR0202E 

￥63,800 （¥58,000+税）

43
RN-AR0203Y

￥63,800 （¥58,000+税）

［ 41～ 43 共通仕様 ］ 自動巻き（手巻き付）／駆動時間：40 時間以上（最大巻き上げ時）／秒針停止装置付／24 石／ガラス：（表）球面無機ガラス・（裏）無機ガラス 
シースルーバック／ルミナスライト（42・43 のインデックスは通常蓄光です）／耐磁 1種／日常生活用強化防水（5 気圧）／回転ベゼル（逆回転防止構造）
ケース：ステンレススチール／バンド：ステンレススチール（SUS316L）・プッシュ三つ折式中留（41）／バンド：皮革（42・43）
ケースカラー：黒色めっき（42・43※ 5）／ケースサイズ：H46.0×W40.8×T12.6 ｍｍ／バンド幅：20mm ／精度：日差＋25 秒～−15 秒   〈Made in Japan〉
※ 5：ケースの一部・ブロンズ色めっき
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REVIVAL
ワールドマップ

44
RN-AA0E03L 

￥49,500 （¥45,000+税）
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45
RN-AA0E01S 

￥52,800 （¥48,000+税）

46
RN-AA0E02E

￥49,500 （¥45,000+税）

［ 44 ～ 46 共通仕様 ］ 自動巻き（手巻き付）／駆動時間：40 時間以上（最大巻き上げ時）／秒針停止装置付／22 石／内装回転リング／ガラス：球面無機ガラス
耐磁 1種／日常生活用強化防水（20 気圧）／ケース：ステンレススチール／バンド：ステンレススチール（SUS316L）／ケースカラー：ゴールド色めっき（45※ 6）
プッシュ三つ折式中留／ケースサイズ：H46.0×W43.5×T13.9 ｍｍ／バンド幅：20mm ／精度：日差＋25 秒～−15 秒   〈Made in Japan〉
※ 6：ケースの一部・りゅうず
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48
RN-AS0001B 

￥62,700 （¥57,000+税）

47
RN-AS0002S 

￥62,700 （¥57,000+税）

49
RN-AS0003S

￥65,000 （¥55,000+税）

［ 47～ 49 共通仕様 ］ 自動巻き（手巻き付）／駆動時間：40 時間以上 ( 最大巻き上げ時 )／秒針停止装置付／22 石／SUN&MOON 表示／球面サファイアクリスタル
シースルーバック／耐磁 1種／日常生活用強化防水（5 気圧）／ケース：ステンレススチール／ケースカラー：ピンクゴールド色めっき（47）
バンド：ステンレススチール（48）・皮革（47・49）／プッシュ三つ折式中留／ケースサイズ：H49.5×W42.0×T14.0 ｍｍ／バンド幅：21mm
精度：日差＋25 秒～−15 秒   〈Made in Japan〉

CLASSIC
SUN&MOON
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［ 47～ 49 共通仕様 ］ 自動巻き（手巻き付）／駆動時間：40 時間以上 ( 最大巻き上げ時 )／秒針停止装置付／22 石／SUN&MOON 表示／球面サファイアクリスタル
シースルーバック／耐磁 1種／日常生活用強化防水（5 気圧）／ケース：ステンレススチール／ケースカラー：ピンクゴールド色めっき（47）
バンド：ステンレススチール（48）・皮革（47・49）／プッシュ三つ折式中留／ケースサイズ：H49.5×W42.0×T14.0 ｍｍ／バンド幅：21mm
精度：日差＋25 秒～−15 秒   〈Made in Japan〉

［ 50 ～ 53 共通仕様 ］ 自動巻き（手巻き付）／駆動時間：40 時間以上（最大巻き上げ時）／秒針停止装置付／22 石／SUN&MOON 表示／球面サファイアクリスタル
シースルーバック／耐磁 1種／日常生活用強化防水（5 気圧）／ケース：ステンレススチール／ケースカラー：ピンクゴールド色めっき（50・51）／バンド：皮革
プッシュ三つ折式中留／ケースサイズ：H50.5×W42.5×T14.0 ｍｍ／バンド幅：22mm ／精度：日差＋25 秒～−15 秒   〈Made in Japan〉

52
RN-AK0004L 

￥55,000 （¥50,000+税）

50
RN-AK0001S 

￥57,200 （¥52,000+税）

53
RN-AK0005S  

￥55,000 （¥50,000+税）

51
RN-AK0002Y  

￥57,200 （¥52,000+税）
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58
RN-KB0003S 

￥29,700 （¥27,000+税）

57
RN-KB0002A 

￥31,900 （¥28,000+税）

59
RN-KB0004A  

￥29,700 （¥27,000+税）

55
RN-KA0002S 

￥33,000 （¥30,000+税）

54
RN-KA0001A 

￥35,200 （¥32,000+税）

56
RN-KA0003S  

￥30,800 （¥28,000+税）

［ 54 ～ 56 共通仕様 ］ クオーツ／電池寿命：約 3 年／SUN&MOON 表示／球面サファイアクリスタル／日常生活用強化防水（5 気圧）／ケース：ステンレススチール
ケースカラー：ピンクゴールド色めっき（54）・ゴールド色めっき（55）／バンド：皮革／プッシュ三つ折式中留／ケースサイズ：H41.8×W34.8×T8.7 ｍｍ
バンド幅：17mm ／精度：月差± 20 秒以内／白蝶貝文字板（54）   〈Made in Japan〉

［ 57～ 59 共通仕様 ］ クオーツ／電池寿命：約 3 年／SUN&MOON 表示／ボックス無機ガラス／日常生活用防水（3 気圧）／ケース：ステンレススチール
ケースカラー：ピンクゴールド色めっき（57）・ゴールド色めっき（58）／バンド：皮革／ケースサイズ：H39.6×W34.3×T8.0 ｍｍ
バンド幅：16mm ／精度：月差± 20 秒以内／白蝶貝文字板（57・58）   〈Made in Japan〉

CLASSIC
SUN&MOON –レディース–
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［ 54 ～ 56 共通仕様 ］ クオーツ／電池寿命：約 3 年／SUN&MOON 表示／球面サファイアクリスタル／日常生活用強化防水（5 気圧）／ケース：ステンレススチール
ケースカラー：ピンクゴールド色めっき（54）・ゴールド色めっき（55）／バンド：皮革／プッシュ三つ折式中留／ケースサイズ：H41.8×W34.8×T8.7 ｍｍ
バンド幅：17mm ／精度：月差± 20 秒以内／白蝶貝文字板（54）   〈Made in Japan〉

［ 57～ 59 共通仕様 ］ クオーツ／電池寿命：約 3 年／SUN&MOON 表示／ボックス無機ガラス／日常生活用防水（3 気圧）／ケース：ステンレススチール
ケースカラー：ピンクゴールド色めっき（57）・ゴールド色めっき（58）／バンド：皮革／ケースサイズ：H39.6×W34.3×T8.0 ｍｍ
バンド幅：16mm ／精度：月差± 20 秒以内／白蝶貝文字板（57・58）   〈Made in Japan〉

［ 60 ～ 63 共通仕様 ］ 自動巻き（手巻き付）／駆動時間：40 時間以上（最大巻き上げ時）／秒針停止装置付／22 石／ボックス無機ガラス／シースルーバック
耐磁 1種／日常生活用防水（3 気圧）／ケース：ステンレススチール／ケースカラー：ピンクゴールド色めっき（60）／バンド：皮革
ケースサイズ：H45.5×W40.5×T12.0 ｍｍ／バンド幅：21mm ／精度：日差＋25 秒～−15 秒   〈Made in Japan〉

62
RN-AG0007B 

￥36,300 （¥33,000+税）

60
RN-AG0004S 

￥38,500 （¥35,000+税）

63
RN-AG0008L  

￥36,300 （¥33,000+税）

61
RN-AG0005S  

￥36,300 （¥33,000+税）

CLASSIC
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［ 64 ～ 68 共通仕様 ］ 自動巻き（手巻き付）／駆動時間：40 時間以上（最大巻き上げ時）／秒針停止装置付／22 石（64・65）・24 石（66 ～ 68）／ボックス無機ガラス
シースルーバック／耐磁 1種／日常生活用防水（3 気圧）／ケース：ステンレススチール／バンド：ステンレススチール（SUS316L）／プッシュ観音式中留／バンド：皮革（66 ～ 68）
ケースサイズ：H46.5×W40.5×T12.3 ｍｍ／バンド幅：21mm ／精度：日差＋25 秒～−15 秒   〈Made in Japan〉

67
RN-AP0003S 

￥35,200 （¥32,000+税）

64
RN-AC0001S 

￥35,200 （¥32,000+税）

68
RN-AP0005B  

￥35,200 （¥32,000+税）

66
RN-AP0002S  

￥35,200 （¥32,000+税）

65
RN-AC0003L  

￥35,200 （¥32,000+税）
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［ 69・70 共通仕様 ］ 自動巻き（手巻き付）／駆動時間：40 時間以上（最大巻き上げ時）／秒針停止装置付／22 石／球面無機ガラス／シースルーバック
耐磁 1種／日常生活用防水（3 気圧）／ケース：ステンレススチール／ケースカラー：ピンクゴールド色めっき（69）・ゴールド色めっき（70）
バンド：皮革／ケースサイズ：H42.6×W32.9×T12.2 ｍｍ／バンド幅：17mm ／精度：日差＋25 秒～−15 秒   〈Made in Japan〉

［ 71～73 共通仕様 ］ クオーツ／電池寿命：約３年／無機ガラス／日常生活用強化防水（5 気圧）／ケース：ステンレススチール
バンド：ステンレススチール (SUS316L)／スライダー（中留）（71・72）・皮革（73）／ケースサイズ：H39.5×W33.8×T8.2 ｍｍ／バンド幅：16mm
精度：月差± 20 秒以内　〈Made in Japan〉

69
RN-AG0727Y 

￥34,100 （¥31,000+税）

70
RN-AG0728S 

￥34,100 （¥31,000+税）

71
RN-QC1701L 

￥20,900 （¥19,000+税）

72
RN-QC1702S 

￥20,900 （¥19,000+税）

73
RN-QC1705S 

￥18,700 （¥17,000+税）
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［ 74 ～78 共通仕様 ］ 自動巻き（手巻き付）／駆動時間：40 時間以上（最大巻き上げ時）／秒針停止装置付／22 石／SUN&MOON 表示／サファイアクリスタル
シースルーバック／耐磁 1種／日常生活用強化防水（5 気圧）／ケース：ステンレススチール／ケースカラー：ピンクゴールド色めっき（77）
バンド：ステンレススチール（SUS316L）（74 ～76）・皮革（77・78）／プッシュ三つ折式中留（74 ～76）／ケースサイズ：H48.0×W41.5×T13.0 ｍｍ
バンド幅：22mm ／精度：日差＋25 秒～−15 秒   〈Made in Japan〉

75
RN-AK0302B 

￥46,200 （¥42,000+税）

76
RN-AK0303L  

￥46,200 （¥42,000+税）

74
RN-AK0301S 

￥46,200 （¥42,000+税）

77
RN-AK0304B 

￥46,200 （¥42,000+税）

78
RN-AK0305S 

￥44,000 （¥40,000+税）

CONTEMPORARY
SUN&MOON
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［ 79 ～ 82 共通仕様 ］ 自動巻き（手巻き付）／駆動時間：40 時間以上（最大巻き上げ時）／秒針停止装置付／24 石／サファイアクリスタル／シースルーバック
ルミナスライト／耐磁 1種／日常生活用強化防水（5 気圧）／ケース：ステンレススチール／バンド：ステンレススチール（SUS316L）（79・80）・皮革（81・82）
プッシュ三つ折式中留（79・80）／ケースサイズ：H48.0×W40.8×T10.9 ｍｍ／バンド幅：22mm ／精度：日差＋25 秒～−15 秒   〈Made in Japan〉

81
RN-AR0003S 

￥44,000 （¥40,000+税）

79
RN-AR0001B 

￥46,200 （¥42,000+税）

82
RN-AR0004Y  

￥44,000 （¥40,000+税）

80
RN-AR0002L  

￥46,200 （¥42,000+税）

CONTEMPORARY
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84
RN-AG0002S 

￥42,900 （¥39,000+税）

83
RN-AG0001B 

￥42,900 （¥39,000+税）

85
RN-AG0003L  

￥42,900 （¥39,000+税）

［ 83 ～ 85 共通仕様 ］ 自動巻き（手巻き付）／駆動時間：40 時間以上（最大巻き上げ時）／秒針停止装置付／22 石／サファイアクリスタル／シースルーバック
耐磁 1種／日常生活用強化防水（5 気圧）／ケース・バンド：ステンレススチール／プッシュ三つ折式中留／ケースサイズ：H45.5×W38.5×T10.9 ｍｍ
バンド幅：20mm ／精度：日差＋25 秒～−15 秒   〈Made in Japan〉
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［ 83 ～ 85 共通仕様 ］ 自動巻き（手巻き付）／駆動時間：40 時間以上（最大巻き上げ時）／秒針停止装置付／22 石／サファイアクリスタル／シースルーバック
耐磁 1種／日常生活用強化防水（5 気圧）／ケース・バンド：ステンレススチール／プッシュ三つ折式中留／ケースサイズ：H45.5×W38.5×T10.9 ｍｍ
バンド幅：20mm ／精度：日差＋25 秒～−15 秒   〈Made in Japan〉

［ 86・87 共通仕様 ］ 自動巻き（手巻き付）／駆動時間：40 時間以上 ( 最大巻き上げ時 )／秒針停止装置付／24 石（86）・22 石（87）／無機ガラス／シースルーバック
耐磁 1種／日常生活用強化防水（10 気圧）／ケース：ステンレススチール／バンド：ステンレススチール（SUS316L)（86）・皮革 (87)／プッシュ三つ折式中留（86）
ケースサイズ：H46.1×W40.0×T11.9 ｍｍ／バンド幅：20mm ／精度：日差＋25 秒～−15 秒   〈Made in Japan〉

［ 88・89 共通仕様 ］ クオーツ／電池寿命：約 3 年（88）・約 5 年（89）／無機ガラス／日常生活用強化防水（5 気圧）／ケース：ステンレススチール
バンド：ステンレススチール（SUS316L)（88）・皮革 (89)／プッシュ三つ折式中留 (88)／ケースサイズ：H45.7×W40.4×T9.9 ｍｍ（88）
ケースサイズ：H45.5×W39.0×T9.4 ｍｍ（89）／バンド幅：20mm ／精度：月差± 20 秒以内1/1秒ストップウオッチ (30 分計測 )（88）   〈Made in Japan〉

86
RN-AR0101L 

￥39,600 （¥36,000+税）

87
RN-AC0E04L  

￥28,600 （¥26,000+税）

88
RN-KV0301L  

￥24,200 （¥22,000+税）

89
RN-SP0004L  

￥18,700 （¥17,000+税）
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［ 90 ～ 92 共通仕様 ］ 自動巻き（手巻き付）／駆動時間：40 時間以上 ( 最大巻き上げ時 )／秒針停止装置付／24 石（90）・22 石（91・92）／無機ガラス／シースルーバック
耐磁 1種／日常生活用強化防水（10 気圧）／ケース：ステンレススチール／バンド：ステンレススチール（SUS316L)／プッシュ三つ折式中留（90・91）／スライダー（中留）（92）
ケースサイズ：H46.1×W40.0×T11.9 ｍｍ／バンド幅：20mm ／精度：日差＋25 秒～−15 秒   〈Made in Japan〉

［ 93・94 共通仕様 ］ クオーツ／電池寿命：約 3 年（93）・約 5 年（94）／無機ガラス／日常生活用強化防水（5 気圧）／ケース：ステンレススチール
バンド：ステンレススチール（SUS316L)／プッシュ三つ折式中留／ケースサイズ：H45.7×W40.4×T9.9 ｍｍ（93）／ケースサイズ：H45.5×W39.0×T9.4 ｍｍ（94）
バンド幅：20mm ／精度：月差± 20 秒以内／1/1秒ストップウオッチ (30 分計測 )（93）   〈Made in Japan〉

91
RN-AC0E02S 

￥30,800 （¥28,000+税）

90
RN-AR0102S 

￥39,600 （¥36,000+税）

93
RN-KV0302S 

￥24,200 （¥22,000+税）

94
RN-SP0002S  

￥20,900 （¥19,000+税）

92
RN-AC0E07S  

￥30,800 （¥28,000+税）
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97
RN-KV0303B  

￥22,000 （¥20,000+税）

99
RN-SP0003B 

￥20,900 （¥19,000+税）

98
RN-SP0001B 

￥20,900 （¥19,000+税）

95
RN-AR0103B  

￥39,600 （¥36,000+税）

［ 95・96 共通仕様 ］ 自動巻き（手巻き付）／駆動時間：40 時間以上（最大巻き上げ時）／秒針停止装置付／24 石（95）・22 石（96）／無機ガラス／シースルーバック
耐磁 1種／日常生活用強化防水（10 気圧）／ケース：ステンレススチール／ケースカラー：ピンクゴールド色めっき（95）／バンド：ステンレススチール（SUS316L）（96）・皮革（95）
プッシュ三つ折式中留（96）／ケースサイズ：H46.1×W40.0×T11.9 ｍｍ／バンド幅：20mm ／精度：日差＋25 秒～−15 秒   〈Made in Japan〉

［ 97～ 99 共通仕様 ］ クオーツ／電池寿命：約 3 年（97）・約 5 年（98・99）／無機ガラス／日常生活用強化防水（5 気圧）／ケース：ステンレススチール
バンド：ステンレススチール（SUS316L）（98）・皮革（97・99）／プッシュ三つ折式中留（98）／ケースカラー：ピンクゴールド色めっき（99）
ケースサイズ：H45.7×W40.4×T9.9 ｍｍ（97）・ケースサイズ：・H45.5×W39.0×T9.4 ｍｍ（98・99）／バンド幅：20mm ／精度：月差± 20 秒以内
1/1秒ストップウオッチ (30 分計測 )（97）   〈Made in Japan〉

96
RN-AC0E01B  

￥30,800 （¥28,000+税）
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101
RN-AC0E06E 

￥30,800 （¥28,000+税）

100
RN-AC0E05N 

￥30,800 （¥28,000+税）

［ 100・101共通仕様 ］ 自動巻き（手巻き付）／駆動時間：40 時間以上 ( 最大巻き上げ時 )／秒針停止装置付／22 石／無機ガラス／シースルーバック／耐磁 1種
日常生活用強化防水（10 気圧）／ケース：ステンレススチール／バンド：ステンレススチール（SUS316L）／スライダー（中留）
ケースサイズ：H46.1×W40.0×T11.9 ｍｍ／バンド幅：20mm ／精度：日差＋25 秒～−15 秒   〈Made in Japan〉
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［ 100・101共通仕様 ］ 自動巻き（手巻き付）／駆動時間：40 時間以上 ( 最大巻き上げ時 )／秒針停止装置付／22 石／無機ガラス／シースルーバック／耐磁 1種
日常生活用強化防水（10 気圧）／ケース：ステンレススチール／バンド：ステンレススチール（SUS316L）／スライダー（中留）
ケースサイズ：H46.1×W40.0×T11.9 ｍｍ／バンド幅：20mm ／精度：日差＋25 秒～−15 秒   〈Made in Japan〉

［ 102 ～104 共通仕様 ］ クオーツ／電池寿命：約 3 年／無機ガラス／ルミナスライト／日常生活用強化防水（10 気圧）／ケース：ステンレススチール
バンド：ステンレススチール（SUS316L）（102・103）・皮革（104）／プッシュ三つ折式中留（102・103）／ケースカラー：黒色めっき※ 7

ケースサイズ：H48.0×W40.7×T10.3 ｍｍ／バンド幅：20mm ／精度：月差± 20 秒以内／1/1秒ストップウォッチ（30 分計測）   〈Made in Japan〉
※ 7：ケースの一部

102
RN-KU0001S 

￥25,300 （¥23,000+税）

104
RN-KU0004N  

￥25,300 （¥23,000+税）

103
RN-KU0002B  

￥25,300 （¥23,000+税）
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［ 105 ～108 共通仕様 ］ クオーツ（ライトチャージムーブメント）／駆動時間：フル充電約 6 ヶ月／無機ガラス／日常生活用強化防水（10 気圧）
ケース：ステンレススチール／バンド：ステンレススチール（SUS316L）（105 ～107)・皮革 (108)／プッシュ三つ折式中留（105 ～107）
ケース・バンドカラー：黒色めっき（105）／ケースサイズ：H42.9×W39.4×T11.5 ｍｍ／バンド幅：20mm ／精度：月差±15 秒以内
1/5 秒ストップウオッチ（60 分計測） ／アラーム機能   〈Made in Japan〉

105
RN-TY0001E 

￥36,300 （¥33,000+税）

106
RN-TY0002B  

￥31,900 （¥29,000+税）

108
RN-TY0004L  

￥29,700 （¥27,000+税）

107
RN-TY0003L 

￥31,900 （¥29,000+税）
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［ 105 ～108 共通仕様 ］ クオーツ（ライトチャージムーブメント）／駆動時間：フル充電約 6 ヶ月／無機ガラス／日常生活用強化防水（10 気圧）
ケース：ステンレススチール／バンド：ステンレススチール（SUS316L）（105 ～107)・皮革 (108)／プッシュ三つ折式中留（105 ～107）
ケース・バンドカラー：黒色めっき（105）／ケースサイズ：H42.9×W39.4×T11.5 ｍｍ／バンド幅：20mm ／精度：月差±15 秒以内
1/5 秒ストップウオッチ（60 分計測） ／アラーム機能   〈Made in Japan〉

［ 109 ～112 共通仕様 ］ クオーツ（ライトチャージムーブメント）／駆動時間：フル充電約 6 ヶ月( パワーセーブ時約 1.5 年 )／無機ガラス／日常生活用強化防水（10 気圧）
ケース：ステンレススチール／バンド：ステンレススチール（SUS316L）／プッシュ三つ折式中留／ケース・バンドカラー：黒色めっき（112）
ケースサイズ：H46.0×W39.4×T9.7 ｍｍ／バンド幅：20mm ／精度：非受信時月差±15 秒以内／電波修正機能（日本の標準電波を受信）    〈Made in Japan〉

109
RN-SE0001S

￥39,600 （¥36,000+税）

111
RN-SE0003L

￥39,600 （¥36,000+税）

110
RN-SE0002B

￥39,600 （¥36,000+税）

112
RN-SE0004B

￥42,900 （¥39,000+税）
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［ 113 ～116 共通仕様 ］ クオーツ（ライトチャージムーブメント）／駆動時間：フル充電約 6 ヶ月（パワーセーブ時約 1.5 年）／3 面カット無機ガラス／ルミナスライト
日常生活用強化防水（10 気圧）／ケース・バンド：ステンレススチール／プッシュ三つ折式中留／ケース・バンドカラー：黒色めっき（113）
ケースサイズ：H46.0×W39.5×T10.7 ｍｍ／バンド幅：20mm ／精度：非受信時月差±15 秒以内／電波修正機能（日本の標準電波を受信）    〈Made in Japan〉

113
WV0051SE

￥42,900 （¥39,000+税）

114
WV0061SE

￥39,600 （¥36,000+税）

115
WV0071SE

￥39,600 （¥36,000+税）

116
WV0081SE

￥39,600 （¥36,000+税）
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［ 113 ～116 共通仕様 ］ クオーツ（ライトチャージムーブメント）／駆動時間：フル充電約 6 ヶ月（パワーセーブ時約 1.5 年）／3 面カット無機ガラス／ルミナスライト
日常生活用強化防水（10 気圧）／ケース・バンド：ステンレススチール／プッシュ三つ折式中留／ケース・バンドカラー：黒色めっき（113）
ケースサイズ：H46.0×W39.5×T10.7 ｍｍ／バンド幅：20mm ／精度：非受信時月差±15 秒以内／電波修正機能（日本の標準電波を受信）    〈Made in Japan〉

［ 117～120 共通仕様 ］ 自動巻き（手巻き付）／駆動時間：40 時間以上（最大巻き上げ時）／秒針停止装置付／22 石／無機ガラス／シースルーバック／耐磁 1種
日常生活用強化防水（10 気圧）／ケース：ステンレススチール／バンド：ステンレススチール（SUS316L）（117～119）・皮革（120）／プッシュ観音式中留
ケース・バンドカラー：ピンクゴールド色めっき（117※８）・ゴールド色めっき（118・119※８）／ケースサイズ：H47.0×W40.8×T11.9 ｍｍ／バンド幅：20mm
精度：日差＋25 秒～−15 秒   〈Made in Japan〉
※８：ケース、バンドの一部・りゅうず

117
RN-AC0012S 

￥38,500 （¥35,000+税）

119
RN-AX0002S 

￥42,900 （¥39,000+税）

118
RN-AC0013S 

￥38,500 （¥35,000+税）

120
RN-AX0008S 

￥34,100 （¥31,000+税）
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［ 121～124 共通仕様 ］ 自動巻き（手巻き付）／駆動時間：40 時間以上 ( 最大巻き上げ時 )／秒針停止装置付／22 石／無機ガラス／シースルーバック／耐磁 1種
日常生活用強化防水（5 気圧）／ケース：ステンレススチール／バンド：ステンレススチール（SUS316L）（121・122）・皮革（123・124）／プッシュ三つ折式中留（121・122）
ケースカラー：ゴールド色めっき（123）／ケースサイズ：H48.3×W41.6×T11.7 ｍｍ／バンド幅：22mm
精度：日差＋25 秒～−15 秒   〈Made in Japan〉

121
RN-AC0F01B

￥28,600 （¥26,000+税）

123
RN-AC0F04S 

￥28,600 （¥26,000+税）

122
RN-AC0F02S 

￥28,600 （¥26,000+税）

124
RN-AC0F07S 

￥27,500 （¥25,000+税）
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［ 121～124 共通仕様 ］ 自動巻き（手巻き付）／駆動時間：40 時間以上 ( 最大巻き上げ時 )／秒針停止装置付／22 石／無機ガラス／シースルーバック／耐磁 1種
日常生活用強化防水（5 気圧）／ケース：ステンレススチール／バンド：ステンレススチール（SUS316L）（121・122）・皮革（123・124）／プッシュ三つ折式中留（121・122）
ケースカラー：ゴールド色めっき（123）／ケースサイズ：H48.3×W41.6×T11.7 ｍｍ／バンド幅：22mm
精度：日差＋25 秒～−15 秒   〈Made in Japan〉

［ 125・126 共通仕様 ］ 自動巻き／駆動時間：40 時間以上（最大巻き上げ時）／21石／無機ガラス／シースルーバック／耐磁 1種
日常生活用強化防水（5 気圧）／ケース・バンド：ステンレススチール／プッシュ三つ折式中留／ケースサイズ：H47.4×W41.4×T11.3 ｍｍ／バンド幅：22mm
精度：日差＋25 秒～−15 秒  〈Made in Japan〉

［ 127・128 共通仕様 ］ 自動巻き( 手巻き付 )／駆動時間：40 時間以上（最大巻き上げ時）／21石／無機ガラス／シースルーバック／耐磁 1種
日常生活用強化防水（5 気圧）／ケース：ステンレススチール／バンド：ステンレススチール（127）・皮革（128）／プッシュ三つ折式中留（127）
ケースカラー：ゴールド色めっき（128）／ケースサイズ：H35.0×W29.0×T11.3 ｍｍ／バンド幅：14mm ／精度：日差＋ 40 秒～−30 秒  〈Made in Japan〉

125
WV0821ER

￥25,300 （¥23,000+税）

126
WV0761ER

￥25,300 （¥23,000+税）

128
WV0051NB

￥25,300 （¥23,000+税）

127
WV0011NB  

￥25,300 （¥23,000+税）
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［ 129 ～131共通仕様 ］ クオーツ（ライトチャージムーブメント）／駆動時間：フル充電約 6 ヶ月／ガラス：サファイアクリスタル／日常生活用強化防水（5 気圧）
ケース：ステンレススチール／バンド：皮革・ステンレススチール（SUS316L）（129）／プッシュ三つ折式中留（129）
ケースカラー：ピンクゴールド色めっき（129・131※ 9）・ゴールド色めっき（130※10）／ケースサイズ： H33.5×W27.6×T7.1ｍｍ／バンド幅：12mm
精度：月差±15 秒以内   〈Made in Japan〉
※９：ケースの一部・りゅうず　※10：ケースの一部

129
RN-WG0419S

￥27,500 （¥25,000+税）

130
RN-WG0420S

￥24,200 （¥22,000+税）

131
RN-WG0421S

￥24,200 （¥22,000+税）

NATURAL & PLAIN
LIGHT CHARGE
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［ 131～137 共通仕様 ］ クオーツ（ライトチャージムーブメント）／駆動時間：フル充電約 6 ヶ月／ガラス：サファイアクリスタル／日常生活用強化防水（5 気圧）
ケース：ステンレススチール／バンド：皮革・ステンレススチール（SUS316L）（131）／プッシュ三つ折式中留（131）
ケースカラー：ピンクゴールド色めっき（131※11・132※12・134）・ゴールド色めっき（135）／ケースサイズ： H33.5×W27.6×T7.1ｍｍ／バンド幅：12mm
精度：月差±15 秒以内／白蝶貝文字板（131）   〈Made in Japan〉
※11：ケース、バンドの一部・りゅうず　※12：ケースの一部・りゅうず

［ 129 ～131共通仕様 ］ クオーツ（ライトチャージムーブメント）／駆動時間：フル充電約 6 ヶ月／ガラス：サファイアクリスタル／日常生活用強化防水（5 気圧）
ケース：ステンレススチール／バンド：皮革・ステンレススチール（SUS316L）（129）／プッシュ三つ折式中留（129）
ケースカラー：ピンクゴールド色めっき（129・131※ 9）・ゴールド色めっき（130※10）／ケースサイズ： H33.5×W27.6×T7.1ｍｍ／バンド幅：12mm
精度：月差±15 秒以内   〈Made in Japan〉
※９：ケースの一部・りゅうず　※10：ケースの一部

133
RN-WG0417S

￥22,000 （¥20,000+税）

132
RN-WG0416S

￥24,200 （¥22,000+税）

131
RN-WG0415A

￥27,500 （¥25,000+税）

134
RN-WG0410S

￥25,300 （¥23,000+税）

135
RN-WG0411S

￥25,300 （¥23,000+税）

136
RN-WG0412P

￥22,000 （¥20,000+税）

137
RN-WG0413S

￥22,000 （¥20,000+税）
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［ 138 ～141共通仕様 ］ クオーツ（ライトチャージムーブメント）／駆動時間：フル充電約 6 ヶ月／サファイアクリスタル／日常生活用強化防水（5 気圧）
ケース：ステンレススチール／バンド：ステンレススチール (SUS316L)（138 ～140)・皮革（141）／プッシュ三つ折式中留（138 ～140）
ケースカラー：ピンクゴールド色めっき（138※13）／ケースサイズ： H33.5×W27.6×T7.1ｍｍ／バンド幅：12mm ／精度：月差±15 秒以内
白蝶貝文字板（139） 〈Made in Japan〉

［ 142 ～146 共通仕様 ］ クオーツ( ライトチャージムーブメント)／駆動時間：フル充電約 6 ヶ月／球面サファイアクリスタル／日常生活用強化防水（5 気圧）
ケース：ステンレススチール／バンド：ステンレススチール (SUS316L)(142 ～144)・皮革 (145・146)／プッシュ三つ折式中留 (142 ～144)
ケース・バンドカラー：ピンクゴールド色めっき(142※14・144※15・146※16)・ゴールド色めっき(145※16)／ケースサイズ：H33.4×W24.1×T7.8 ｍｍ
バンド幅：12mm ／精度：月差±15 秒以内／白蝶貝文字板（142）  〈Made in Japan〉
※13：ケースの一部・りゅうず　※14：ケース、バンドの一部・りゅうず　※15：ケースの一部・りゅうず　※16：ケース・りゅうず

146
RN-WG0014S

￥24,200 （¥22,000+税）

145
RN-WG0013S

￥24,200 （¥22,000+税）

144
RN-WG0012S

￥26,400 （¥24,000+税）

143
RN-WG0011S

￥25,300 （¥23,000+税）

142
RN-WG0010A

￥27,500 （¥25,000+税）

138
RN-WG0006P

￥24,200 （¥22,000+税）

139
RN-WG0007A

￥24,200 （¥22,000+税）

140
RN-WG0008B

￥23,100 （¥21,000+税）

141
RN-WG0009S

￥20,900 （¥19,000+税）

り
ゅ

うず
 “Botanical”
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［ 147・148 共通仕様 ］ クオーツ（ライトチャージムーブメント）／駆動時間：フル充電約 6 ヶ月／サファイアクリスタル／日常生活用強化防水（5 気圧）
ケース・バンド：ステンレススチール／プッシュ三つ折式中留／ケース・バンドカラー：ピンクゴールド色めっき(148※17)
ケースサイズ： H30.0×W24.0×T6.9 ｍｍ／精度：月差±15 秒以内  〈Made in Japan〉

［ 149・150 共通仕様 ］ クオーツ( ライトチャージムーブメント)／駆動時間：フル充電約 6 ヶ月／球面サファイアクリスタル
日常生活用強化防水（5 気圧）／ケース：ステンレススチール／バンド：皮革／ケース・バンドカラー：ピンクゴールド色めっき(149※18)
ケースサイズ：H31.9×W20.3×T7.0 ｍｍ／バンド幅：9mm ／精度：月差±15 秒以内  〈Made in Japan〉
※17：バンドの一部・りゅうず　※18：ケース・りゅうず

［ 138 ～141共通仕様 ］ クオーツ（ライトチャージムーブメント）／駆動時間：フル充電約 6 ヶ月／サファイアクリスタル／日常生活用強化防水（5 気圧）
ケース：ステンレススチール／バンド：ステンレススチール (SUS316L)（138 ～140)・皮革（141）／プッシュ三つ折式中留（138 ～140）
ケースカラー：ピンクゴールド色めっき（138※13）／ケースサイズ： H33.5×W27.6×T7.1ｍｍ／バンド幅：12mm ／精度：月差±15 秒以内
白蝶貝文字板（139） 〈Made in Japan〉

［ 142 ～146 共通仕様 ］ クオーツ( ライトチャージムーブメント)／駆動時間：フル充電約 6 ヶ月／球面サファイアクリスタル／日常生活用強化防水（5 気圧）
ケース：ステンレススチール／バンド：ステンレススチール (SUS316L)(142 ～144)・皮革 (145・146)／プッシュ三つ折式中留 (142 ～144)
ケース・バンドカラー：ピンクゴールド色めっき(142※14・144※15・146※16)・ゴールド色めっき(145※16)／ケースサイズ：H33.4×W24.1×T7.8 ｍｍ
バンド幅：12mm ／精度：月差±15 秒以内／白蝶貝文字板（142）  〈Made in Japan〉
※13：ケースの一部・りゅうず　※14：ケース、バンドの一部・りゅうず　※15：ケースの一部・りゅうず　※16：ケース・りゅうず

147
WI0461WD

￥27,500 （¥25,000+税）

148
WI0471WD

￥25,300 （¥23,000+税）

149
WI0481WD

￥24,200 （¥22,000+税）

150
WI0491WD

￥23,100 （¥21,000+税）

り
ゅ

うず
 “Botanical”
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［ 151～155 共通仕様 ］ クオーツ( ライトチャージムーブメント)／駆動時間：フル充電約 6 ヶ月／サファイアクリスタル／日常生活用強化防水（5 気圧）／ケース：ステンレススチール
バンド：ステンレススチール (151～153)・皮革 (154・155)／プッシュ三つ折式中留 (152 ～154)／ケース・バンドカラー：ピンクゴールド色めっき(152※19・154※ 20)
ケースサイズ：H30.8×W24.8×T7.5 ｍｍ／バンド幅：10 ｍｍ／精度：月差±15 秒以内   〈Made in Japan〉
※19：バンドの一部・りゅうず　※ 20：ケース・りゅうず

154
WI0041WG

￥22,000 （¥20,000+税）

155
WI0081WG

￥20,900 （¥19,000+税）

151
WI0031WG

￥23,100 （¥21,000+税）

152
WI0061WG

￥24,200 （¥22,000+税）

153
WI0071WG

￥23,100 （¥21,000+税）
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［ 156 ～159 共通仕様 ］ クオーツ( ライトチャージムーブメント)／駆動時間：フル充電約 6 ヶ月
球面無機ガラス（156 ～158）・カット無機ガラス（159）／日常生活用防水（3 気圧）／ケース・バンド：ステンレススチール
プッシュ三つ折式中留／ケース・バンドカラー：ピンクゴールド色めっき(156・157※ 23・159)
ケースサイズ：H27.4×W21.4×T7.3 ｍｍ（156 ～158）・H28.7×W21.5×T7.8 ｍｍ（159）／精度：月差±15 秒以内
ラインストーン：13 個 (156：文字板 12 個・りゅうず 1個・159: 文字板 12 個・りゅうず 1個）
ラインストーン：１個 (157・158・りゅうず１個 )  〈Made in Japan〉
※ 21：バンドの一部・りゅうず

［ 151～155 共通仕様 ］ クオーツ( ライトチャージムーブメント)／駆動時間：フル充電約 6 ヶ月／サファイアクリスタル／日常生活用強化防水（5 気圧）／ケース：ステンレススチール
バンド：ステンレススチール (151～153)・皮革 (154・155)／プッシュ三つ折式中留 (152 ～154)／ケース・バンドカラー：ピンクゴールド色めっき(152※19・154※ 20)
ケースサイズ：H30.8×W24.8×T7.5 ｍｍ／バンド幅：10 ｍｍ／精度：月差±15 秒以内   〈Made in Japan〉
※19：バンドの一部・りゅうず　※ 20：ケース・りゅうず

り
ゅ

うず
 “ラインストーン”

SWEET JEWELRY
LIGHT CHARGE

159
WI0201WD

￥27,500 （¥25,000+税）

156
WI0411WD

￥25,300 （¥23,000+税）

157
WI0421WD

￥25,300 （¥23,000+税）

158
WI0431WD

￥22,000 （¥20,000+税）



●電池寿命

●LIGHT CHARGEについて

●RADIO CONTROLLED LIGHT CHARGEとは

太陽光や蛍光灯などの光を電気エネルギーに換えて駆動する機能です。

◎保証期間は、お買い上げ後1年間です。詳細は添付の保証書をご確認ください。 ◎ご使用の際は、付属の取扱説明書をよくお読みください。
◎体質や体調、または時計の材料、汗、汚れ、錆等でかぶれ、アレルギーを起こすことがあります。異常を感じた場合は、ただちにご使用を
やめ専門医にご相談ください。 ◎お買い上げ時に組み込まれている電池はモニター用電池ですので、記載の電池寿命を満たさない場合が
あります。 ◎予告なく仕様および価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。 ◎掲載商品は原則として実物大のサ
イズです。 ◎商品の文字板に記載されているコード等の表示は実際の商品と異なる場合があります。 ◎掲載価格は、2021年9月16日
現在のメーカー希望小売価格です。 ◎商品写真・イメージ写真および文章等の無断掲載はご遠慮願います。 ◎掲載商品の色調は、印
刷物につき実際と異なる場合があります。 
バンド使用上のご注意： ◎革製品には、元々の動物の傷痕やシワ、血管の痕、色ムラなどが表面に出ていることがありますが、これは天然
皮革の特性ですのでご了承ください。 ◎蛍光ランプや太陽光などの下に長時間放置しますと色あせを生じることがあります。 また、雨や
水に濡れると色が落ちることもありますのでご注意ください。

※キャリバー略号の見方
　Rで始まる商品番号の場合：RN-に続く２桁のアルファベット （例：RN-KA0001A）
　Wで始まる商品番号の場合：商品番号下２桁のアルファベット （例：WV0041TX)

●機械式時計の精度について

精度日差は室温において、ぜんまいを全巻きにし、文字板を上向きで静置した状態にて24時間経過した時の日差で、携帯時の
精度ではありません。 機械式時計の特性上、携帯時の精度はご使用になる条件（携帯時間・時計の姿勢・腕の動き・ぜんまいの
巻き上げ具合等）によっては、精度の範囲を超える場合があります。

キャリバー略号 TX/TY/WG/WD
駆動時間 フル充電約6ヶ月

KU/UZ/KV/KA/KB/QC
約3年

キャリバー略号
電池寿命

SP
約5年

SE
フル充電約6ヶ月（パワーセーブ時約1.5年）

キャリバー略号
駆動時間

標準電波を受信することで、自動的に時刻の修正を行い、正確な時刻を表示します。衝撃や磁気など外部からの影響による針
位置のズレも自動検出して修正します。ライトチャージ機能により定期的な電池交換も必要ありません。ただし、ラジオコント
ロールドライトチャージ時計で使われている二次電池は、長期的なご使用や使用環境により劣化しますので、電池の持ちが悪
くなったと感じられた場合は、二次電池を交換されることをおすすめいたします。
＊二次電池を交換できない商品もございますので、詳しくはオリエントお客様相談室までお問い合わせください。

LIGHT CHARGERADIO CONTROLLED

LIGHT CHARGE

オリエントホームページ　http://www.orient-watch.jp

お求め・ご相談は当店へ

〒160-8801 東京都新宿区新宿4-1-6　JR新宿ミライナタワー29階 〒392-8502 長野県諏訪市大和3-3-5

■ 商品・保証・修理に関するお問い合わせ

オリエントお客様相談室 TEL 042-847-3380
受付時間 9:00～17:30  月曜日～金曜日（祝日、弊社指定休日は除く）

● サポート情報はホームページをご覧ください。　https://www.orient-watch.jp/support/



●電池寿命

●LIGHT CHARGEについて

●RADIO CONTROLLED LIGHT CHARGEとは

太陽光や蛍光灯などの光を電気エネルギーに換えて駆動する機能です。

◎保証期間は、お買い上げ後1年間です。詳細は添付の保証書をご確認ください。 ◎ご使用の際は、付属の取扱説明書をよくお読みください。
◎体質や体調、または時計の材料、汗、汚れ、錆等でかぶれ、アレルギーを起こすことがあります。異常を感じた場合は、ただちにご使用を
やめ専門医にご相談ください。 ◎お買い上げ時に組み込まれている電池はモニター用電池ですので、記載の電池寿命を満たさない場合が
あります。 ◎予告なく仕様および価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。 ◎掲載商品は原則として実物大のサ
イズです。 ◎商品の文字板に記載されているコード等の表示は実際の商品と異なる場合があります。 ◎掲載価格は、2021年9月16日
現在のメーカー希望小売価格です。 ◎商品写真・イメージ写真および文章等の無断掲載はご遠慮願います。 ◎掲載商品の色調は、印
刷物につき実際と異なる場合があります。 
バンド使用上のご注意： ◎革製品には、元々の動物の傷痕やシワ、血管の痕、色ムラなどが表面に出ていることがありますが、これは天然
皮革の特性ですのでご了承ください。 ◎蛍光ランプや太陽光などの下に長時間放置しますと色あせを生じることがあります。 また、雨や
水に濡れると色が落ちることもありますのでご注意ください。

※キャリバー略号の見方
　Rで始まる商品番号の場合：RN-に続く２桁のアルファベット （例：RN-KA0001A）
　Wで始まる商品番号の場合：商品番号下２桁のアルファベット （例：WV0041TX)

●機械式時計の精度について

精度日差は室温において、ぜんまいを全巻きにし、文字板を上向きで静置した状態にて24時間経過した時の日差で、携帯時の
精度ではありません。 機械式時計の特性上、携帯時の精度はご使用になる条件（携帯時間・時計の姿勢・腕の動き・ぜんまいの
巻き上げ具合等）によっては、精度の範囲を超える場合があります。

キャリバー略号 TX/TY/WG/WD
駆動時間 フル充電約6ヶ月

KU/UZ/KV/KA/KB/QC
約3年

キャリバー略号
電池寿命

SP
約5年

SE
フル充電約6ヶ月（パワーセーブ時約1.5年）

キャリバー略号
駆動時間

標準電波を受信することで、自動的に時刻の修正を行い、正確な時刻を表示します。衝撃や磁気など外部からの影響による針
位置のズレも自動検出して修正します。ライトチャージ機能により定期的な電池交換も必要ありません。ただし、ラジオコント
ロールドライトチャージ時計で使われている二次電池は、長期的なご使用や使用環境により劣化しますので、電池の持ちが悪
くなったと感じられた場合は、二次電池を交換されることをおすすめいたします。
＊二次電池を交換できない商品もございますので、詳しくはオリエントお客様相談室までお問い合わせください。

LIGHT CHARGERADIO CONTROLLED
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