
SEIKOウオッチ二r ス附 句8851

夏商戦へ向けて セイコーウオッチのパワフルなニューモデルで
夏のお客様にアピールしていきましょう。

高級感あふれるメタルパンドモデル ドルチェ8エクセリーヌ

DOLζEム EXζELINE
5月発売予定バリエーションがいっそう充実

エレガントなデザインのMBモデノレに、高い質感の3ぺアが加わります。

ゆとりのあるミドノレエイジ、を中心に本物志向のお客様にお奨めください。

・丹念な作りの文字板とソフトタッチのバンドの組合せで、完成度の高いペアモデル
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-日常生活用防水っき
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-ヨーロッパ調のエレガンスが漂う、
、、格子"をモチーフにしたパンドデザインが特徴 脈拍数換算目盛りっきドルチエ

晶
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T4976660026642 

4月下旬

発売予定

111111111111111111川111111

⑩ 

T4976660026079 
※SEIKOウオッチカ?ログ '87VOL，2には掲載されておりません。

スイープ運針

医療に携わる方々から、

一層の健康符埋を要求さ

れるエグゼクティブまで、

幅広くお奨めくださL、。
脈拍数換算目盛り=脈拍を 15固
とる時間カ、ら、 l発聞の脈拍数

が換算できます。

回亙の共通f士機
・精度年差土20秒以内(常温)

・電池寿命約3年
・使用電池田⑪

112201の共通仕機
・精度月差:!:15秒以内(常温)

・電池寿命約3年

・使用電池SS@

匡亙の共通仕機
・精度年差土20秒以内(常温)

・電池寿命約3年

・使用電池sS@
173201の共通仕機
・精度月差土15秒以内(常温)

・電，也寿命約3年

・使用電池sS@またはss@

匡 Eの共通f土織

・精度月差土20秒以内(常，且)

・電池寿命約2年

・使用電池田恒~
・秒針停止装置っき



SÉiKÒ~:/t\\ノチニュース 国

エクセリーヌに新しい魅力

〈ラシャス〉デビュー
タてイヤ、サファイヤ、アクアマリン、ガーオ、ットなど、

人気の天然貴石をあしらった、ゴージ、ヤスなシリーズが誕生。

大きめの貴石と賛沢な作りのバンド、ケースの組み合わせがよりし、っそう華やかな雰囲気で、主

.SWDZ008 70‘000円 .SWDZ007 70，000円 .SWDZ004 65，000円
セイコーエクセリ ヌラシャス セイコーエクセリーヌラシャス セイコーエクセリ-jI.ラシャス
ASGPサファイヤガラス PDPサ7ァイヤガラス ASGPサファイヤガラス
ガーネット入り E。司C 

7?7"'l'リン入リ 。c ダイヤ入リケース
I E20<068-208> I E20<068-208> 巨豆ヨ 白蝶貝ダイヤル

H。4ZHPAl IE20<069-212> 

111111111111111111111111111111 I 111111111111111111111111111111 I 111111111111111111111111111111 
T4976660026710 I T4976660026703 I T4976660026680 

~ 

.SWDX002 65，000円 .SWDX004 65，000円 .SWDZ010 58，000円
セイコーエタセリーヌラシャス セイコーヱクセリーヌラシャス セイコーエクセリーヌラシャス
ASGPサファイヤガラス GPDPサファイヤガラス GPDPサ7ァイヤガラス

ダイヤ入リダイヤJレ 巨②司P サ7ァイヤ入りダイヤル 巨O豆司P 日常生活用防水
巨。司P 日常生活用防水 日常生活用防水 I E20<5A6-0D2> 

I F20<500-00 I > I F20<500-00 1> 
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T4976660026628 T4976660026635 T4976660026727 

エクセリーヌ・ラシャス

唾きり
5月発売予定

LUSCIOUS ラシャス

[IA¥asJ : (英語)甘美な、

香りの良い、という意味

.SWDZ006 60，000円
セイコーエクセリーヌラシャス

GPDPサファイヤガラス
サファイヤ入りケース

白蟻員ダイヤル
B。亙P] I E20<069-212> 

111111111111111111111111111111 

T4976660026697 

.SWDZ002 55.000円
セイコーエクセリーヌランヤス

ASGPサファイヤガラス 巨②司P 
I E20<622-209> 

1111111川1111川1111111川川111目川111川11111111目劇川附1111川川11リ川111川11川111111
T4976660026673 

※SEIKOウォ ンチカタログ・87VOL.2には掲載されておりません。
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ファッショントレンドの
色石入りモデルが充実
人気No.lのノレーズ、フィットウオッチ、セイコーテイセに、この夏も魅力のニューモデルが登 場します。
優しし、感じのデザインと色石のコンヒ1、ーションが、女性の心 をぐっととらえます二
現流品と合わせ、豊富なノザエーションでお客様を魅了してください。

5月発売予定

-人気のパンク‘ル(腕輪)モデルに色石入りが初登場 -小さなヘッド、細身のパンクJレに色石を使って、かわいらしさアップ

.SWFZ086 33.000円 .SWFZ084 33、000円 • SWFZ092 30，000円 .SWFZ094 30，000円セイコーティセ セイコーティセ セイコーティセ セイコーティセGPDPハードレックス人造Jレビ一、 GPDPハードレックス SGPハードレックス GPDP'、ードレックス人道7"レーサファイヤ、
人造エメラルド、 E② E司 人造ルビー入りケース 巨②司 人i置ア7アマリン、ジルコニア入りケース 巨f歪『召 ジルコニア入りケース IE20<623-210> 人造ローズサファイヤ入りケース②I E20<OD I-OC3> I E20<ODO-OC3> 

I E20<624-21 0> 巨副

111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111 

T4976660026789 T4976660026772 T4976660026826 T4976660026833 

-売れ筋モデルのカラー}'¥リ工ーションか，3、えました

.SWFZ088 30，000円 .SWFZ090 30，000円 .SWFZ089 28，000円セイコ ティセ セイコーティセ セイコーティセSGP， 、ードレックス SGPハードレッヲス PDPハードレックス人造エメラルド. 人造ローズサファイヤ、 人i童ローズサファイヤジJレコニア入りケース H②G39P Al 
IE20<619-129> 

人造ルビー入りケース E②EP  ] 
I E20<620-129> 

人造アクアマリン入リケース 巨②司P 
I E20<621-129> 

111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111 匡到の共通仕様
-精度月差:!:15秒以内(常温)T4976660026796 I T4976660026819 T4976660026802 -電池寿命約2年

-使用電池sB@
※SEIKOウォンチカタログ・87VOL.2には掲載されておりません。
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SEIKOウオッチ二r ス ー

大人の女性に贈る

新しい美しさ
アクティブで、洗練された女性たちに人気の高い、セイコークレオ。

クレオ

仁 IミEO
5月発売予定

流行の先端を敏感にキャッチする、そんな女性に向けて、新しいデザインを発信します。

-マニッシュなイメージのテ‘ザインが、舎とっても新鮮

@ ⑩ 

.SWZZ002 33，000円 .SWZZ004 30，000円
セイコーフレオ セイコ クレオ

111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111 

T4976660026864 T4976660026888 

-なめらかなバンドと、はっきりした文字板の表情がぴったりマッチ

⑩ 

.SWZX002 30，000円 .SWZX004 28，000円
セイコーアレオ セイコークレオ
SGP I、ードレックス GPDP I 、ードレックス

日常生活用防水 区②司I 日常生活用防水
巨@司I I F21 <OA4-0B I > I F21 <OA4-0B2> 

111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111 

T4976660026840 T4976660026857 

4 
滋 5EIKOウオ ッチカタロ グ・87VOL.2には掲載されておりません。

-日常生活用防水っき

ゆ

.SWZZ003 28，000円
セイコーヲレオ

111111111111111111111111111111 

T4976660026871 

匡到の共通仕機
・精度月差土 15秒以内 (常 ;~)

・電池寿命約2年
・使用電池田⑮

* 

IIF211の共通イ士機
・精度月差土15秒以内(常温)

・電池寿命約2年
・使用電池58⑮
・電池寿命切れ予告機能っき

.秒針停止装置っき



フェミニンなメyシュノミンド

タイプにニューモデル
プレスレット

!)R~CELET 
5月発売予定

ケースとバンドの組み合わせ部分に

アクセントをおいたデザインと

繊細で質感あふれるメッシュノfンドが

女性らしさを引き立てます。

幅広い年齢層の女性にお奨めください。

.SWEX008 38，000円 .SWEX007 33，000円
セイコ プレスレッ卜 セイコープレスレッ卜
SGP ハードレッ7::<. @A  
1 F20<OA4-0D4> 

SSハードレッタス @A  
1 F20<OA4-0D4> 
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T4976660026765 T4976660026758 
※SEIKOウオ ッチカタ ログ'87VOL.2には掲載されておりません。

-新キャリノfーの

ご紹介

(…セゾーヌ)SWDX002、004
セイコープレスレット

SWEX007、008

1 F20 

機種略称 1 F20 

キャリバー No IF20A 

ムーブメント寸法 φ12.5X IO.Omm 

厚み(電池部含む) 1，9mm 

水晶振動数 32，768Hz 

駆動 方 式 ステ ップモーター

携帯精度(常温) 月差土15秒

f車用 電池 SB⑪ 

電池寿命 約 3年

アフターサービス 全国統一保証システム | 

保証期間 l年

海外キ.ャランティー可能

修理料金ランク A種

メタルパンドのヤングリーター

ますます充実

5巴ssiロn
5月発売予定

新時代のヤンクeヒcジ、オ、スマンにお奨めしたし、セッション。

シャーフ。なデザ、インの角型モデノレに

優れた機能が魅力です。

・対直流60ガウスの耐磁性能

・サファイヤガラス

・日常生活用防水っき

JIll 

111111111111111111111111111111 

T4976660026185 

35，000円
セイコーセンション
ssサファイヤガラス
日常生活用防水 @

困8N41 <501-501 > 

T4976660026178 
※SEIKOウオッチカタログ'87VOL.2には掲載されておりません。

匝Eの共通f士機
・精度年差土20秒以内(常温)

・電池寿命約3年
・使用電，也ss(⑤
・電池寿命切れ予告機能っき

・秒針停止装置っき

5 



SI:II.~(~ウオッチ二rス lIr 
この夏、刺激的に/

ダイパースキューバ新登場
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ISO(国際標準化機構)の規格に基づいた、 200m潜水用モデルの登場。

高まるスキューパ・ダイヒマング熱に応、えます。ヤンク守に人気のスポーツファッションにもぴったりのデザイン。

従来のダイパーウオッチ(ダイパープpロフェッショナノレ)に比べ、薄くて軽いのが特長ですユ

111111111111111111111111111111 

111111111111111111111111111111 

⑥ 

l1111111111111111111111111111 

⑥ 

111111111111111111111111111111 

⑥ 

|11111111111111111111111111111 11111111111日111111111111111

新材質記号 :THGC
一一縁がHGC(金色の乾式メッ キ)で、胴がss(ステ ンレス)の側。(裏ふ:たステン レス)
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これか貼タイパースキューノミだ/

光の届きにくい海の中で、時

刻の見易さは絶対条件の|つ

もちろん夜光っき

. “時針"より“介針"にウ

エイトを置いたデザイン。潜

ってから何分経過したかが、

タイパーにとっては重要です

・秒針の動きがよく見えるこ

とも、意外に重要なホイン人

ダイパーの心理的負担を軽減

するのに一役買っているので

す

経過時聞がわかる回転ベゼル

左方向にのみ回転する逆回転

防止機構付υ

・潜水中、岩などにぶつかつ

てベゼルが動いてしまった時

でも、経過時間が実際より短

〈表示されるのを防ぐ安全機

構です

SCUBA はSelf-ContainedUnderwater Breathing Apparatus 

(自給気式潜水器)の頭文字からきたもので、アクアラング

を使用して、海上からの助けなしに自由に海中をi永ぎ回れ

る潜水方式て、す。

簡単なトレーニングで使いこなせるため短期間で世界中に

普及し、たくさんの人が海中散歩を楽しんでいます。

日本でも、マリンスポーツ熱の高 まりで人気を集め、スキ

ューパ ・ダイビング人口は30万人にも達しています。

-ダイパース、ウオッチには規格がありま主

ISO (国際標準化機構)の規格をクリアしたものだけが、

ダイパーズウオッチと 言えます。

ダイパーズワオ ッチの性能検定規格は、 100m以上の耐圧性

を持っていることが絶対条件とされ、なおかつ耐磁性、耐

衝撃性、時刻の見易さなど全部で11の厳しい項目がありま

す。

若者を中心に人気の高い

メタルF"ンドモデルカ、 3

べア登場

ファッション性も抜群て、

シティグッズとしてもお

しゃれ

防水性と耐水圧性を示し

ています。

水深200mまでOK 水圧

に而すえるだけでなく、;毎

中で動く際の圧力も考慮

され、素潜りの方からス

キュー/~.ダイバーまで幅

広く使用できます

-新キャリバーのご紹介

(セイコースポーツ SBBLOOl、002、003、004、STBLOOl、002、003、004)

5H25 3E25 

機種略称 5H25 3E25 

キャリ I ~ - No 5H25A 3E25A 

ムーブメント寸法 φ25.4X 19.0mm 17.6X 15.3mm 

厚み(電池部含む) 2.8mm 2.6mm 

水晶振動数 32，768Hz 32，768Hz 

駆動 方 式 ステ ップモータ ステ ップモーター

携帯精度(常温) 月差土15秒 月差土15秒

使用 電池 SB⑩ SB⑪ 

電池寿 命 約 3年 約 2年

イサ 加 機能 秒針停止装置 秒針停止装置

電池寿命切れ予告機能 電池寿命切れ予告機能

アフターサービス 全国統一保証システム 全国統一保証システム

保証期間 1:年 保証期間 l年

海外ギャランティー可能 海外ギャランティー可能

修理料金ランク B穫 修理料金ランク B種

7 



SE附明ツチこみ; 一一 イ9885r

機能最優先の正統派ウオッチ マジ‘ェスタ

MAJESTA 
重厚感のある、SEIKOの伝統的なデザインlこ(憂れた機能を備えたマジ、エスタ。

メタルバンドの需要期に向けて、

安定的な版売が期待できる商品です。

・日常生活用防水 ・対直流60ガウスの耐磁性能

.IC温度補正年差キャリバー -サファイヤガラス

.SBDTOOI 65，000円 .SBDT005 60，000円
セイコーマジェスタ
GHA サファイヤガラス
日常生活用防水

9533<500-500> 

セイコーマジヱス?
HGC サファイヤガラス
日常生活用防水
9533<700-700> a困a回

T4976660026314 T4976660026338 
mSEIKOウォンチカタログ '87VOL.2には掲載されておりません。

. ~Jrキャリバーのご制介

(セイ日 ジエスタ ) 
SBDTOOI、003、005、007)

9533 

機種略称 9533 

キャリ バ ー No 9533B 

ムーブメン卜寸法 φ24.6x21.0mm 

厚み(電池部含む) 2.4mm 

水晶振動数 32，768Hz 

駆動方 式 ステ ンプモーター

携帯精度(常温) 年差::!:20秒

{壷用 電池 SB@  

電池寿命 約 3年

付加機能 秒針停止装置

電池寿命切れ予告機能

アフターサービス 全国統一保証システム

保証期間 l年

海外キ'ャランティー可能

修理料金ランク A種
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5月発売予定

-スライド式中留

・硬質材使用

車曹@

ヨ411
ー/ 叫DTA "'" 

メ...1...¥.. 

• SBDT003 55，000円 .SBDT007 50，000円
セイコ マジェス7
SHA サファイヤガラス
日常生活用防水
9533<500-500> 

セイコ-"'7ジェスタ
HSSサファイヤガラス
日常生活用防水
9533 <700-700> a回

111111111111111111111111111111 

T4976660026321 T4976660026345 

j大好評水をはじぐ皮革パンド j

セット販売のご案内
i干やノドが気になるシ- ~ー

ズンをひかえ、昨年発 / 

いた く水をは じく皮パ / 晶a・E盆ヨr ¥ 
ン ド〉 のセット販売を a・・・圃眠f

jL121U:、ゥ a圃'V 1j
オッチバンドは年間最 L ...・・・・・・Fぞ 1 

大の需要J切を?迎えます。 \_ ~・・・圃園田，. I 
おん可のl仮完増進に、ぜ 可・・E圃.. / 
ひお役立てください。 .... 司~ __./ 

.セット内容 ・

陰ぐ::j1 0 11 1 11 211311 611 711 811 9120 1計|

| 黒 い1111 11 11 11 1 211 11 11日本 |

| 茶 11 11 11 11 11 11 1 211 11 11
日本

1~?本セ竺一一… :
| 計 |婦人用8本|紳士用 12本 |州 jb団発売予定'LilJJJftfj • 

-・..................................................... . 
-掲載の時計の価格は標準小売価格です。


