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機械式時計の中はどうなっているのでしょうか？ 

一口に言うと、ぜんまいが解けていく時の力を歯車列に伝えながら針を動かしているのです。 

つまり、香箱車の中に入っている「ぜんまい」を動力源とし、手巻きの場合はりゅうずを巻くか、 

自動巻きの場合はローターが回り、ぜんまいを一杯に巻き上げます。 

香箱車は噛み合っている二番車を回し、二番車は三番車、三番車は四番車、四番車はがんぎ車を回します。 

解けようとしているぜんまいは一気にゼロになるように香箱車を回そうとしますが、 

これを「がんぎ車」と「アンクル」と「てんぷ」でぜんまいの力を少しずつ解放します。 

がんぎ車の回転力がアンクルを動かし、アンクルが「てんぷ」を往復振動させます。 

この「てんぷ」の1往復にかかる時間（振動周期）によって、歯車の回転のスピードを制御しています。 

2番車には分針、4番車には秒針が取り付けられますので、2番車は1時間に1回転、 

4番車は1分間に1回転するように制御しています。 

なお、てんぷの振動周期はひげぜんまいの長さで変わりますので、 

これを長くしたり短くしたりして遅れ・進みを調整します。 

香箱車 2番車 3番車 4番車 がんぎ車 てんぷ 

アンクル 
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機械式時計とともに刻まれる歴史

機械式時計は、今も確実に進化し続けています。オリエント時計は、1950年

（昭和25年）の創立から現代にいたるまで、改良を重ねて精度と品質を追求

しながら、一貫して機械式時計を作り続けています。

実は、オリエント時計には、さらに長い歴史があります。

その前身は、1901年（明治34年）に創業した東京・上野の吉田時計店。当初

は外国時計の輸入販売を行っていましたが、やがて自社工場を建設し、

機械式時計の生産を開始しました。その時計に賭けるスピリットは、今も

オリエント時計に脈々と受け継がれています。

機械式時計の黄金時代と呼ばれる昭和30年代に、斬新なデザインとアイ

デアで飽くなき挑戦を重ねた姿勢は、今も変わることがありません。

海外へもいち早く目を向け、「世界のオリエント」としてグローバルな人気

を得てきました。機械式時計とともに刻まれてきた、オリエント時計の歴

史。時代に流されず、機械式時計ならではの息づかいや温もり、スタイ

リングにひたすらこだわり続けてきました。

機械式時計を身に付ける喜びを、これからもお届けしてまいります。

オリエントスター初期モデル
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オリエント時計代表モデルの紹介

1951年（昭和26年）

「オリエントスター」発売
今も引き継がれるオリエント時計の定

番ブランド。

1956年（昭和31年）

「ダイナミック」発売
本中三針で始めてシリーズ化されまし

た。近年、復刻版も発売された思い

入れのブランドです。

1958年（昭和33年）

「ジュピター」発売
当時はダイナミックと並ぶ、代表ブラ

ンド。スタンダードを超えた性能で人

気を呼びました。

1959年（昭和34年）

「ロイヤルオリエント」発売
国産機械式時計の黄金期に確固たる

地位を築く“いしずえ”となりました。

1962年（昭和37年9月）

「スーパーオート」発売
初の自動巻時計。ここから自動巻全

盛期を迎えました。

1963年（昭和38年）

「ウィークリーオートオリエント」
発売
初の曜日付自動巻時計発売。

1961年（昭和36年）

「カレンダーオートオリエント」
発売
初の日付つき時計発売。

1961年（昭和36年）

「ラッキーカレンダーオリエント」
発売
ロイヤルカレンダーオリエントの普及

品として発売されました。
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「グランプリ64」発売
東京オリンピックを記念し発売。

1965年（昭和40年）1963年（昭和38年）

「万年カレンダー」発売
ファーストモデルは21年間の日付・曜

日を表示。

1964年（昭和39年）

「グランプリ100」発売
当時の最高級品。グランプリ100は国産

腕時計の中で最多石数製品です。これに

より多石競争に終止符がうたれました。

1965年（昭和40年）

「スリーエースカレンダーオート
オリエント」発売
スリーエースは“性能のエース”“デザ

インのエース”“価格のエース”の意味

で優れた特徴をそなえていました。

1967年（昭和42年）

「ファイネス」発売
当時、厚さわずか3.90mmという世界

一の薄型日付曜日搭載の自動巻と

して注目をあびました。

1972年（昭和47年）

「メキシカン」発売
天然の貝を使ったメキシコオパールに

も似た輝きを放つ美しい文字盤。

1970年（昭和45年）

「ジャガーフォーカス」発売
記念すべき「クロノエース」第一弾。

フォーカス文字盤とカットガラスを組

み合わせた伝説のモデル。
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機械式時計の心臓部　46系ムーブメント 

46系ムーブメントは1971年に誕生しました。以来、現在ま

で37年間も生産され続けているスーパーロングライフなキ

ャリバーです。最盛期には月産で50万個を生産していました。

総生産数は軽く1億個をオーバーしています。単一のキャリ

バーでこのように長く生産され続けているものは世界中を探

しても極めて少ないのではないかと思われます。 

初期モデルのCal.46940は、紳士用ムーブメントのほとんどが、

てんぷの振動数が５振動（18,000振動／時間）なのに、6振

動（21,600振動／時間）を採用し、より精度が高くなりまし

た。曜日の二ヶ国語切換装置も付け、世界中のお客様へお届

けしている腕時計の利便性をも兼ね備えたムーブメントとし

て、その地位を確固たるものとしました。 

1996年に機械式ムーブメントならではの「パワーリザーブ

機能」を開発し、「ワールドタイム機能」や「GMT機能」を

順次リリース。またレトロフューチャーシリーズやスケルト

ン、てんぷ部のみスケルトン等のバリエーションを加えると

共に、持つ人の興味をそそるような更なる新機構を付加すべ

く、継続して開発に取り組んでおります。このように、46

系ムーブメントはこれからもまだまだ進歩し続けているキャ

リバーです。 
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さあ、オリエントのメカニカルセレクションで、機械式時計をじっくり味わってください。 

1950年の創業から守り続けてきた代

表的なブランド、オリエントスター。

そのなかでも正統派の遺伝子を受け

継いだ定番シリーズ、オリエントス

ター クラシック。 

多様な自然条件に応えて、高度な機

能を発揮する行動派ウオッチ。洗練

されたデザインで魅了するオリエン

トスター スポーツシリーズ。 

懐かしさと新しさが絶妙に融合した

デザイン。1950年代に流行した未来

製品のモチーフを現代感覚で表現し

たメカニカル・ウォッチ、オリエン

トスター レトロフューチャー。 

1968年に登場し、一世を風靡した

男の時計キングマスター。当時のモ

デルを忠実に再現した復刻モデルを

はじめ、スタイリッシュに進化した

存在感のある機械式シリーズです。 

P14 - P24 P26 - P36 P38 - P44 P45 - P46
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オリエントスター。星のごとく輝ける存在をしめす名前である。時は

河の水のように流れ去るものではなく、それが山のように積み重な

ると知るには、それこそある年令か、豊かな感性を必要とする。日本

の精密機械産業は、第二次世界大戦の大きな影響により、その産業

の土台を築き直すために数年の月日がかかった。そんな状況下、1951

年（昭和26年）オリエントスターは誕生した。デザイン、部品のひとつ

ひとつの調達、製造、それらすべての点で「輝ける星」と呼ばれる腕

時計を作る－これが技術者たちの願いであった。NHKが初の実況

中継を行い、手塚治虫が「鉄腕アトム」の連載を始めた年、「輝ける

星」オリエントスターは生まれた。そして時を積み重ねた今、熱意

ある人々によって、新しい感性と培った技術で、ハイクオリティな商

品としてさらに輝きを増し続けている。

オリエントスター

そ
の
名
に
は
、
多
く
の
人
々
の
願
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
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55th
Anniversary

WZ0011EH ￥89,250
（税抜価格￥85,000）

ボックスクリスタルガラス
手巻（50時間）20石、
シースルーバック

裏蓋ガラス：クリスタル
シリアルNO.刻印（裏蓋）

日常生活用防水、秒針停止装置付
本ワニ皮革

精度：日差＋25秒～－15秒

WZ0021EH ￥84,000
（税抜価格￥80,000）

ボックスクリスタルガラス
手巻（50時間）20石、
シースルーバック

裏蓋ガラス：クリスタル
シリアルNO.刻印（裏蓋）

日常生活用防水、秒針停止装置付
本ワニ皮革

精度：日差＋25秒～－15秒

1950年から60年代にかけ、圧倒的な人気を

誇った機械式時計、オリエントスターダイナ

ミック。オリエントスター誕生55周年を記念

したこの復刻版は現代においても、その美

しいフォルムが受け継がれ、人々を魅了して

やまない温もりが息づいている。シンプル

な手巻き式、やわらかなスイープセコンド。

緻密に復刻されたこの時計は、今なおオリ

エントに残る名匠たちが、部品のひとつひ

とつに情熱をそそぎ、時を越えて完成させ

た逸品である。

ダイナミック

オリエントスター誕生55周年記念
1960年代に人気を博した「オリエントスターダイナミック」が現代に甦りました。

穏やかにカーブする文字盤。そのカーブに
合わせて曲線を描く針。なめらかなボック
スガラスなど、細部にわたり当時のままに
再現しました。

55th
Anniversary
55th
Anniversary

オリエントスター特製（印
伝）ケースに入れてお届け
します。

●甲州印伝は、日本を代
表する革工芸品です。色染
めの鹿革に色漆で模様を
のせる漆付け技法や更紗
技法などを併用して多彩
な伝統美、現代美をお届
けしています。軽く丈夫で、
優しく手になじむ風合いが
特長です。
●甲州印伝は「経済産業
大臣指定伝統的工芸品」
に指定されています。
●印傳屋の製品には保証
マーク がついています。



WZ0011EU ￥63,000
（税抜価格￥60,000）

自動巻、シースルーバック
マルチイヤーカレンダー付（2024年まで対応）
両球面サファイアガラス（無反射コーティング）

日常生活用強化防水（5気圧）
SS無垢バンド（プッシュ三つ折式）
精度：日差＋25秒～－15秒

WZ0021EU ￥63,000
（税抜価格￥60,000）

自動巻、シースルーバック
マルチイヤーカレンダー付（2024年まで対応）
両球面サファイアガラス（無反射コーティング）

日常生活用強化防水（5気圧）
本ワニ皮革

精度：日差＋25秒～－15秒

逆R字形のケース

マルチイヤーカレンダーの使い方

●年号板に印刷された年のカレンダー（22年分）がクリックボタンの操作で簡単にご利用になれます。

【例】’08年8月に合わせる場合（平年）

①クリックボタンを押して文字板12時側の月の“AUG”又は“8”に年号板の’08年を合わせます。

②文字板6時側に’08年8月のカレンダーがセットされます。

年号板：年号が印刷されています

月

Multi Year Calendar
マルチイヤーカレンダー
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WZ0081FA ￥73,500
（税抜価格￥70,000）

自動巻（40時間パワーリザーブインジケーター付）
ワールドタイム機能付（世界主要23都市）

回転ベゼル（両回転可能）
21石、サファイアガラス（無反射コーティング）

シースルーバック
日常生活用強化防水（10気圧）
プッシュ三つ折式中留

Sピン式
精度：日差＋25秒～－15秒

WORLD TIME

WZ0091FA ￥73,500
（税抜価格￥70,000）

自動巻（40時間パワーリザーブインジケーター付）
ワールドタイム機能付（世界主要23都市）

回転ベゼル（両回転可能）
21石、サファイアガラス（無反射コーティング）

シースルーバック
日常生活用強化防水（10気圧）
プッシュ三つ折式中留

Sピン式
精度：日差＋25秒～－15秒

WORLD TIME

WZ0101FA ￥73,500
（税抜価格￥70,000）

自動巻（40時間パワーリザーブインジケーター付）
ワールドタイム機能付（世界主要23都市）

回転ベゼル（両回転可能）
21石、サファイアガラス（無反射コーティング）

シースルーバック
日常生活用強化防水（10気圧）
プッシュ三つ折式中留

Sピン式
精度：日差＋25秒～－15秒

WORLD TIME

パリ、ニューヨーク、ローマなど都市名が記された回転ベゼルと24時間表示

自動内転リングによって、世界の各都市の現地時間が一目でわかるワールドタイム機能。

文字盤内の内装回転リング（24h表示）を

ベゼルの都市名に一度合わせれば、常に

現時間と連動してリングも回転、各国の

時間を読み取ることができます。

ワールドタイム
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クォーツの3倍にもおよぶ精密なからくり 

機械式時計の中にはクォーツ時計の3倍にもおよぶ歯車や 

ぜんまいなどが緻密に組み込まれ、 

すべてが秩序正しく動き続けています。 

1974年から作り続けられている、 

オリエントの代表的なムーブメントのひとつである469系は、 

21枚の歯車を含む139点もの部品が熟練した職人の手によって 

ひとつひとつ組み上げられているのです。 

シースルーのケースバックから見える内部の端正なメカニズムは、 

日本伝統の「からくり」を思い起こさせます。 

その人間的なぬくもりを感じさせる動きが、 

機械式時計を身につける喜びと 

愛着につながっているのかもしれません。 
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オリエント時計が、1950年の創業から守り続けてきた代表的なブランド、オリエン

トスター。常に時代のトレンドをいち早く取り入れた多彩なデザインと、静かに時

を刻み続けるメカニカル・ウォッチならではの温もりや信頼感が、変わらない人気

の秘密です。そのなかでもオリエントスタークラシックは洗練されたデザインだけ

でなく、新たに充実した機能がスペックアップしています。

14

Classic
クラシック
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WZ0031EJ ￥52,500
（税抜価格￥50,000）

自動巻（手巻付）
40時間パワーリザーブインジケータ－付

22石、秒針停止装置付
ボックスクリスタルガラス
シースルーバック

日常生活用強化防水（10気圧）
プッシュ三つ折式中留、Sピン式
精度：日差＋25秒 ～－15秒

Classic
クラシック

WZ0011EJ ￥52,500
（税抜価格￥50,000）

自動巻（手巻付）
40時間パワーリザーブインジケータ－付

22石、秒針停止装置付
ボックスクリスタルガラス
シースルーバック

日常生活用強化防水（10気圧）
プッシュ三つ折式中留、Sピン式
精度：日差＋25秒 ～－15秒

WZ0021EJ ￥52,500
（税抜価格￥50,000）

自動巻（手巻付）
40時間パワーリザーブインジケータ－付

22石、秒針停止装置付
ボックスクリスタルガラス
シースルーバック

日常生活用強化防水（10気圧）
プッシュ三つ折式中留、Sピン式
精度：日差＋25秒 ～－15秒
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WZ0091EJ ￥52,500
（税抜価格￥50,000）

自動巻（手巻付）
40時間パワーリザーブインジケータ－付

22石、秒針停止装置付
ボックスクリスタルガラス
シースルーバック

日常生活用強化防水（10気圧）
プッシュ三つ折式中留、Sピン式
精度：日差＋25秒 ～－15秒

穏やかにカーブするボンベ文字盤 シースルーバック

WZ0101EJ ¥52,500
（税抜価格 ¥50,000）

自動巻（手巻付）
40時間パワーリザーブインジケーター付

22石、秒針停止装置付
ボックスクリスタルガラス
シースルーバック

日常生活用強化防水（10気圧）
プッシュ三つ折式中留、Ｓピン式
精度：日差＋25秒 ～－15秒

新製品



17

WZ0311PF ￥36,750
（税抜価格￥35,000）

自動巻（手巻付）
21石、ボックスクリスタルガラス

シースルーバック
日常生活用強化防水（10気圧）
プッシュ三つ折式中留、Sピン式
精度：日差＋40秒 ～－30秒

Classic
クラシック

WZ0301PF ￥36,750
（税抜価格￥35,000）

自動巻（手巻付）
21石、ボックスクリスタルガラス

シースルーバック
日常生活用強化防水（10気圧）
プッシュ三つ折式中留、Sピン式
精度：日差＋40秒 ～－30秒

WZ0311NR ￥36,750
（税抜価格￥35,000）

自動巻（手巻付）
21石、ボックスクリスタルガラス

シースルーバック
日常生活用強化防水（10気圧）
プッシュ三つ折式中留、Sピン式
精度：日差＋40秒 ～－30秒
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WZ0321NR ￥36,750
（税抜価格￥35,000）

自動巻（手巻付）
21石、ボックスクリスタルガラス

シースルーバック
日常生活用強化防水（10気圧）
プッシュ三つ折式中留、Sピン式
精度：日差＋40秒 ～－30秒

WZ0351PF ￥36,750
（税抜価格￥35,000）

自動巻（手巻付）
21石、ボックスクリスタルガラス

シースルーバック
日常生活用強化防水（10気圧）
プッシュ三つ折式中留、Sピン式
精度：日差＋40秒 ～－30秒

WZ0371NR ￥36,750
（税抜価格￥35,000）

自動巻（手巻付）
21石、ボックスクリスタルガラス

シースルーバック
日常生活用強化防水（10気圧）
プッシュ三つ折式中留、Sピン式
精度：日差＋40秒 ～－30秒
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Classic
クラシック

WZ0361PF ¥36,750
（税抜価格 ¥35,000）

自動巻（手巻付）
21石、ボックスクリスタルガラス

シースルーバック
日常生活用強化防水（10気圧）
プッシュ三つ折式中留、Ｓピン式
精度：日差＋40秒 ～－30秒

WZ0381NR ¥36,750
（税抜価格 ¥35,000）

自動巻（手巻付）
21石、ボックスクリスタルガラス

シースルーバック
日常生活用強化防水（10気圧）
プッシュ三つ折式中留、Ｓピン式
精度：日差＋40秒 ～－30秒

新製品新製品
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WZ0051EJ ￥57,750
（税抜価格￥55,000）

自動巻（手巻付）
40時間パワーリザーブインジケーター付

22石、秒針停止装置付
両球面クリスタルガラス
シースルーバック

日常生活用強化防水（10気圧）
プッシュ三つ折式中留、Sピン式
精度：日差＋25秒～－15秒

WZ0061EJ ￥57,750
（税抜価格￥55,000）

自動巻（手巻付）
40時間パワーリザーブインジケーター付

22石、秒針停止装置付
両球面クリスタルガラス
シースルーバック

日常生活用強化防水（10気圧）
プッシュ三つ折式中留、Sピン式
精度：日差＋25秒～－15秒

WZ0071EJ ￥63,000
（税抜価格￥60,000）

自動巻（手巻付）
40時間パワーリザーブインジケーター付

22石、秒針停止装置付
両球面クリスタルガラス
シースルーバック

日常生活用強化防水（10気圧）
本ワニ皮革バンド

精度：日差＋25秒～－15秒

WZ0081EJ ￥68,250
（税抜価格￥65,000）

自動巻（手巻付）
40時間パワーリザーブインジケーター付

22石、秒針停止装置付
両球面クリスタルガラス
シースルーバック

日常生活用強化防水（10気圧）
本ワニ皮革バンド

精度：日差＋25秒～－15秒
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WZ0131FD ￥47,250
（税抜価格￥45,000）

自動巻（40時間パワーリザーブインジケーター付）
21石、サファイアガラス
（無反射コーティング）
シースルーバック

日常生活用強化防水（10気圧）
本ワニ皮革バンド

精度：日差＋25秒～－15秒

WZ0141FD ￥47,250
（税抜価格￥45,000）

自動巻（40時間パワーリザーブインジケーター付）
21石、サファイアガラス
（無反射コーティング）
シースルーバック

日常生活用強化防水（10気圧）
本ワニ皮革バンド

精度：日差＋25秒～－15秒

Classic
クラシック

WZ0111FD ￥47,250
（税抜価格￥45,000）

自動巻（40時間パワーリザーブインジケーター付）
21石、サファイアガラス
（無反射コーティング）
シースルーバック

日常生活用強化防水（10気圧）
プッシュ三つ折式中留、Sピン式
精度：日差＋25秒～－15秒

WZ0121FD ￥47,250
（税抜価格￥45,000）

自動巻（40時間パワーリザーブインジケーター付）
21石、サファイアガラス
（無反射コーティング）
シースルーバック

日常生活用強化防水（10気圧）
プッシュ三つ折式中留、Sピン式
精度：日差＋25秒～－15秒

扇型の目盛りは「ゼンマイ巻き上げ残量
計」。メカニカルな「味」を表現するパワ
ーリザーブインジケーター。ぜんまいの巻
き上げ状態を時間で示し、残りの駆動
時間がひと目で解る機能です。
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WZ0331FD ￥47,250
（税抜価格￥45,000）

自動巻（40時間パワーリザーブインジケーター付）
21石、サファイアガラス
（無反射コーティング）
シースルーバック

日常生活用強化防水（10気圧）
プッシュ三つ折式中留、Sピン式
精度：日差＋25秒～－15秒

WZ0341FD ￥47,250
（税抜価格￥45,000）

自動巻（40時間パワーリザーブインジケーター付）
21石、サファイアガラス
（無反射コーティング）
シースルーバック

日常生活用強化防水（10気圧）
プッシュ三つ折式中留、Sピン式
精度：日差＋25秒～－15秒

WZ0311FD ￥52,500
（税抜価格￥50,000）

自動巻（40時間パワーリザーブインジケーター付）
21石、サファイアガラス
（無反射コーティング）
シースルーバック

日常生活用強化防水（10気圧）
プッシュ三つ折式中留、Sピン式
精度：日差＋25秒～－15秒

WZ0321FD ￥52,500
（税抜価格￥50,000）

自動巻（40時間パワーリザーブインジケーター付）
21石、サファイアガラス
（無反射コーティング）
シースルーバック

日常生活用強化防水（10気圧）
プッシュ三つ折式中留、Sピン式
精度：日差＋25秒～－15秒
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WZ0411NR ¥37,800
（税抜価格 ¥36,000）

自動巻（手巻付）
21石、サファイアガラス（無反射コーティング）

シースルーバック
日常生活用強化防水（10気圧）
プッシュ三つ折式中留、Ｓピン式
精度：日差＋40秒 ～－30秒

白蝶貝ダイヤル

WZ0391NR ¥36,750
（税抜価格 ¥35,000）

自動巻（手巻付）
21石、サファイアガラス（無反射コーティング）

シースルーバック
日常生活用強化防水（10気圧）
プッシュ三つ折式中留、Ｓピン式
精度：日差＋40秒 ～－30秒

WZ0401NR ¥42,000
（税抜価格 ¥40,000）

自動巻（手巻付）
21石、サファイアガラス（無反射コーティング）

シースルーバック
日常生活用強化防水（10気圧）
プッシュ三つ折式中留、Ｓピン式
精度：日差＋40秒 ～－30秒

白蝶貝ダイヤル

Classic
クラシック

新製品 新製品 新製品
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WZ0011EV ￥37,800
（税抜価格￥36,000）

自動巻、21石
ボックスクリスタルガラス
シースルーバック

日常生活用強化防水（10気圧）
プッシュ三つ折式中留、Sピン式
精度：日差＋25秒～－15秒

WZ0021EV ￥37,800
（税抜価格￥36,000）

自動巻、21石
ボックスクリスタルガラス
シースルーバック

日常生活用強化防水（10気圧）
プッシュ三つ折式中留、Sピン式
精度：日差＋25秒～－15秒

ひと目で今日の曜日が視認できるように、
文字盤の上部に大きなサイズで曜日が表
示されるワイドカレンダーモデル。

※Sピン式(スムーズアジャスト) 専用工具を使用して、誰でも
簡単にバンドサイズの調整ができる、アジャスト採用。

WZ0011FH ￥73,500
（税抜価格￥70,000）

自動巻（40時間パワーリザーブインジケーター付）
23石、ボックスクリスタルガラス

シースルーバック
日常生活用強化防水（5気圧）
プッシュ三つ折式中留、Sピン式
精度：日差＋25秒～－15秒

WZ0021FH ￥73,500
（税抜価格￥70,000）

自動巻（40時間パワーリザーブインジケーター付）
23石、ボックスクリスタルガラス

シースルーバック
日常生活用強化防水（5気圧）
プッシュ三つ折式中留、Sピン式
精度：日差＋25秒～－15秒

機械式ムーブメントが、時を刻む様子を
目でも感じていただけるセミスケルトン
文字盤。



時代はソフトエネルギー 

地球温暖化をはじめ、環境問題が大きな関心を集めています。 

その有力な対策として考えられているのが、 

自然の力を利用したクリーンな「ソフトエネルギー」。 

欧米では風力発電が広く普及しており、そのほかにも太陽光や波の力、 

バイオマス、地熱など、さまざまな試みが世界中で行われています。 

地球環境のために、私たちが個人レベルでできることはたくさんあります。 

その第一歩は、まず身近なところから。 

自然な腕の動きでぜんまいを巻いて時を刻み続ける機械式時計も、 

ソフトエネルギーを利用した環境に優しいアイテムのひとつといえるでしょう。 
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精度の高いクロノグラフタイプ「クラブマンクロノグラフ」

コックピットの計器を思わせる「スカイスポーツ」

洗練されたディティールで魅了する本格派「ダイバー」

簡易方位計を搭載した「アウトドアスポーツ」

ブライドルレザーバンドの「ソメスコラボレーションモデル」

用途に応じた幅広いラインナップ

26



Clubman Chronograph
クラブマン　クロノグラフ
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WZ0011DS ￥315,000
（税抜価格￥300,000）

自動巻（手巻付）
1/5秒クロノグラフ機能

48時間パワーリザーブインジケーター付
40石、秒針停止装置付

球面サファイアガラス（無反射コーティング）
シースルーバック

日常生活用強化防水（10気圧）
プッシュ三つ折式中留

精度：日差＋15秒～－10秒

WZ0021DS ￥315,000
（税抜価格￥300,000）

自動巻（手巻付）
1/5秒クロノグラフ機能

48時間パワーリザーブインジケーター付
40石、秒針停止装置付

球面サファイアガラス（無反射コーティング）
シースルーバック

日常生活用強化防水（10気圧）
プッシュ三つ折式中留

精度：日差＋15秒～－10秒

WZ0031DS ￥315,000
（税抜価格￥300,000）

自動巻（手巻付）
1/5秒クロノグラフ機能

48時間パワーリザーブインジケーター付
40石、秒針停止装置付

球面サファイアガラス（無反射コーティング）
シースルーバック

日常生活用強化防水（10気圧）
本ワニ皮革バンド
プッシュ三つ折式中留

精度：日差＋15秒～－10秒

2年間のメーカー保証期間（通常1年間）に加え、お買い上げ2年後に無料点検サービスを実施。
また修理対応期間を10年（通常7年）にするなど充実のアフターサービスを備え、お買い上げ後
も安心をバックアップします。

クロノグラフモデル保証制度

2年間保証＋2年後無料点検
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スカイスポーツ

Sky Sports
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WZ0021FZ ￥105,000
（税抜価格￥100,000）

自動巻（40時間パワーリザーブインジケーター付）
ワールドタイム機能付

23石、両球面サファイアガラス
（無反射コーティング）

シースルーバック（イエローガラス）
日常生活用強化防水（10気圧）
ねじ式りゅうず（3時のみ）
プッシュ三つ折式中留

精度：日差＋25秒～－15秒

WZ0011FZ ￥105,000
（税抜価格￥100,000）

自動巻（40時間パワーリザーブインジケーター付）
ワールドタイム機能付

23石、両球面サファイアガラス
（無反射コーティング）

シースルーバック（イエローガラス）
日常生活用強化防水（10気圧）
ねじ式りゅうず（3時のみ）
プッシュ三つ折式中留

精度：日差＋25秒～－15秒

WZ0041FZ ￥126,000
（税抜価格￥120,000）

自動巻（40時間パワーリザーブインジケーター付）
ワールドタイム機能付

23石、両球面サファイアガラス
（無反射コーティング）

シースルーバック（イエローガラス）
日常生活用強化防水（10気圧）
ねじ式りゅうず（3時のみ）
プッシュ三つ折式中留

精度：日差＋25秒～－15秒

WZ0031FZ ￥115,500
（税抜価格￥110,000）

自動巻（40時間パワーリザーブインジケーター付）
ワールドタイム機能付

23石、両球面サファイアガラス
（無反射コーティング）

シースルーバック（イエローガラス）
日常生活用強化防水（10気圧）
ねじ式りゅうず（3時のみ）
精度：日差＋25秒～－15秒
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飽和潜水用300m防水時計

Diver

[飽和潜水]とは？
飽和潜水とは、潜水中に人体に吸収される不活性ガス（窒素、ヘリウム等）が、やがては
飽和状態に達することを利用した潜水法です。潜水中に同一深度にとどまり、適当な時間
をかけると、人体組織内への不活性ガスの吸収・溶解が終わります。
そして、いったん飽和状態に達すれば、その後何日潜っていようと減圧時間（浮上時間）
は同一でよくなり、大気圧復帰の減圧は一回ですみます。
つまり、空気潜水と比較して
①潜水効率が高い
長時間水中にいればいるほど、潜水時間に対する減圧時間の割合が小さくなる。

②安全性が高い
大気圧復帰の減圧が1回だけなので、減圧病にかかる機会が少ない。

という利点があります。
以上の理由で、飽和潜水は浅海から深海におけるプロの潜水作業に適しています。

ダイバー
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WZ0271FD ￥157,500
（税抜価格￥150,000）

自動巻（40時間パワーリザーブインジケーター付）
21石、サファイアガラス（無反射コーティング）

300m飽和潜水用防水（JIS規格適合）ねじ式りゅうず
スライドアジャスター付

プッシュダブルロック三つ折式中留
交換用ウレタンバンド、バンド交換専用工具付

精度：日差＋25秒～－15秒

WZ0261FD ￥168,000
（税抜価格￥160,000）

自動巻（40時間パワーリザーブインジケーター付）
21石、サファイアガラス（無反射コーティング）

300m飽和潜水用防水（JIS規格適合）ねじ式りゅうず
スライドアジャスター付

プッシュダブルロック三つ折式中留
交換用ウレタンバンド、バンド交換専用工具付

精度：日差＋25秒～－15秒

WZ0251FD ￥157,500
（税抜価格￥150,000）

自動巻（40時間パワーリザーブインジケーター付）
21石、サファイアガラス（無反射コーティング）

300m飽和潜水用防水（JIS規格適合）ねじ式りゅうず
スライドアジャスター付

プッシュダブルロック三つ折式中留
交換用ウレタンバンド、バンド交換専用工具付

精度：日差＋25秒～－15秒

2年間のメーカー保証期間（通常1年間）に加え、お買い上げ2年後に無料点検サービスを実施。
また修理対応期間を10年（通常7年）にするなど充実のアフターサービスを備え、お買い上げ後
も安心をバックアップします。

メカニカルダイバー保証制度

2年間保証＋2年後無料点検

ウレタンバンド、バンド交換専用
工具付

300mの潜水をサポートする堅牢な造りオリエントダイバーマーク刻印入り
裏蓋

ワンタッチで長さが調整できる
エクステンション採用

グローブをはめた状態で回せるよう
平面角度を調整したベゼル
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WZ0371FD ¥73,500
（税抜価格 ¥70,000）

自動巻（40時間パワーリザーブインジケーター付）
21石、クリスタルガラス（無反射コーティング）

200mスキューバ潜水用防水（JIS規格適合）ねじ式りゅうず
精度：日差＋25秒 ～－15秒

WZ0361FD ¥78,750
（税抜価格 ¥75,000）

自動巻（40時間パワーリザーブインジケーター付）
21石、クリスタルガラス（無反射コーティング）

200mスキューバ潜水用防水（JIS規格適合）ねじ式りゅうず
プッシュダブルロック三つ折式中留
精度：日差＋25秒 ～－15秒

WZ0351FD ¥78,750
（税抜価格 ¥75,000）

自動巻（40時間パワーリザーブインジケーター付）
21石、クリスタルガラス（無反射コーティング）

200mスキューバ潜水用防水（JIS規格適合）ねじ式りゅうず
プッシュダブルロック三つ折式中留
精度：日差＋25秒 ～－15秒

Air Divers 200m
エアダイバーズ200m

新製品 新製品 新製品
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WZ0081FR ￥52,500
（税抜価格￥50,000）

自動巻（40時間パワーリザーブインジケーター付）
21石、球面サファイアガラス（無反射コーティング）

シースルーバック
日常生活用強化防水（10気圧）
ブライドルレザーバンド
精度：日差＋25秒 ～－15秒

WZ0091FR ￥55,650
（税抜価格￥53,000）

自動巻（40時間パワーリザーブインジケーター付）
21石、球面サファイアガラス（無反射コーティング）

シースルーバック
日常生活用強化防水（10気圧）
ブライドルレザーバンド
精度：日差＋25秒 ～－15秒

WZ0041FR ￥52,500
（税抜価格￥50,000）

自動巻（40時間パワーリザーブインジケーター付）
21石、球面サファイアガラス（無反射コーティング）

シースルーバック
日常生活用強化防水（10気圧）
ブライドルレザーバンド

精度：日差＋25秒～－15秒

WZ0061FR ￥52,500
（税抜価格￥50,000）

自動巻（40時間パワーリザーブインジケーター付）
21石、球面サファイアガラス（無反射コーティング）

シースルーバック
日常生活用強化防水（10気圧）
ブライドルレザーバンド

精度：日差＋25秒～－15秒

ソメスサドル株式会社
我が国唯一の馬具メーカーとして、1964年、北海道歌志内市に

『オリエントレザー株式会社』設立。明治以来、北海道の開拓を支え

てきた農耕馬具づくりの技術を受継ぎ、世界に通用する乗馬用の

鞍や馬具の創作に、アルチザン（職人・匠）たちの工房がスタート

した。1985年に、「最高の鞍を創りたい」思いを社名にした。

※「ブライドルレザー」とは、馬具などに使われる丈夫な革の総称です。

ソメスサドル社製「ブライドルレザーバンド」コラボレーションモデル

SOMÈS + ORIENT STAR



Outdoor Sports
アウトドア　スポーツ

24時間針の使い方
● 24時針について

午前・午後、24時間制の時刻を知るのに便利です。

●簡易方位計について

方位目盛と24時針を用いて、簡易方位計として利
用することができます。

＜使用方法＞

①時計を水平にします。

② 24時針を太陽の方向に向けます。

③方位目盛が、そのまま方位を示します。

＜使用例＞

・午前9時に南西の方角を
知りたい場合、時計を水
平にし、24時針を太陽の
方向に向けます。
7時30分の方向が南西
（SW）になります。
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WZ0071FE ¥47,250
（税抜価格￥45,000）

自動巻、24時針、簡易方位計機能
21石、球面サファイアガラス

シースルーバック
日常生活用強化防水（10気圧）

ねじ式りゅうず、プッシュ三つ折式中留、Sピン式
精度：日差＋25秒～－15秒

WZ0101FE ¥47,250
（税抜価格￥45,000）

自動巻、24時針、簡易方位計機能
21石、球面サファイアガラス

シースルーバック
日常生活用強化防水（10気圧）

ねじ式りゅうず、プッシュ三つ折式中留
精度：日差＋25秒～－15秒

WZ0081FE ¥47,250
（税抜価格￥45,000）

自動巻、24時針、簡易方位計機能
21石、球面サファイアガラス

シースルーバック
日常生活用強化防水（10気圧）

ねじ式りゅうず、プッシュ三つ折式中留、Sピン式
精度：日差＋25秒～－15秒

WZ0091FE ¥47,250
（税抜価格￥45,000）

自動巻、24時針、簡易方位計機能
21石、球面サファイアガラス

シースルーバック
日常生活用強化防水（10気圧）

ねじ式りゅうず、プッシュ三つ折式中留、Sピン式
精度：日差＋25秒～－15秒

ウレタンバンド
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人をやさしくする機構 

デジタルな世の中だからこそ、 

人はアナログの不思議な魅力にひかれるのかもしれません。 

忙しい日常の中で、連続して秒針が動くスイープセコンドの静かで滑らかな動作は、 

カチカチと細切れの時間を積み重ねていくデジタルな動きと違って、 

時間というものが過去から未来へと連続して流れるものだということを思い出させてくれます。 

また、パワーリザーブの巻き上げ残量表示は、 

まるで時計が自らの体調を持ち主に知らせているかのようなけなげさがあります。 

腕につけた愛用の時計に目をやるとき、 

ふと穏やかな気持ちになるのは機械式時計だからでしょうか。 
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機能を伴わないデザインも、機能だけを考えたデザインも美しくはない。

クルマ、バイク、カメラ…1950年代に流行したマシンには、すべて美と性能が同時に備わっていた。

そして、流行は時を経て普遍的なデザインへ。

カッコだけじゃない。中身だけでもない。

それは、時を計る計器であり、自己を表現するための装いでもある。

オリエントレトロフューチャー・モダン。

磨きぬかれた機能美をあなたに。

MOTORCYCLE MODEL

CAR MODEL

CAMERA MODEL
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WZ0241FH ¥63,000
（税抜価格 ¥60,000）

自動巻（40時間パワーリザーブインジケーター付）
23石、球面クリスタルガラス

シースルーバック
日常生活用強化防水（10気圧）

ねじ式りゅうず、ウレタンバンド、プッシュ三つ折式中留
精度：日差＋25秒 ～－15秒

WZ0251FH ¥63,000
（税抜価格 ¥60,000）

自動巻（40時間パワーリザーブインジケーター付）
23石、球面クリスタルガラス

シースルーバック
日常生活用強化防水（10気圧）

ねじ式りゅうず、ウレタンバンド、プッシュ三つ折式中留
精度：日差＋25秒 ～－15秒

WZ0261FH ¥68,250
（税抜価格 ¥65,000）

自動巻（40時間パワーリザーブインジケーター付）
23石、カーブクリスタルガラス

シースルーバック
日常生活用強化防水（10気圧）

ねじ式りゅうず、ウレタンバンド、プッシュ三つ折式中留
精度：日差＋25秒 ～－15秒

新製品 新製品 新製品



WZ0031FH ￥63,000
（税抜価格￥60,000）

自動巻（40時間パワーリザーブインジケーター付）
23石、球面クリスタルガラス

シースルーバック
日常生活用強化防水（10気圧）

ねじ式りゅうず、プッシュ三つ折式中留
精度：日差＋25秒～－15秒

WZ0181FH ￥63,000
（税抜価格￥60,000）

自動巻（40時間パワーリザーブインジケーター付）
23石、球面クリスタルガラス

シースルーバック
日常生活用強化防水（10気圧）

ねじ式りゅうず、本ワニ皮革、プッシュ三つ折式中留
精度：日差＋25秒 ～－15秒

WZ0191FH ￥73,500
（税抜価格￥70,000）

自動巻（40時間パワーリザーブインジケーター付）
23石、球面クリスタルガラス

シースルーバック
日常生活用強化防水（10気圧）

ねじ式りゅうず、本ワニ皮革、プッシュ三つ折式中留
精度：日差＋25秒 ～－15秒

WZ0041FH ￥63,000
（税抜価格￥60,000）

自動巻（40時間パワーリザーブインジケーター付）
23石、球面クリスタルガラス

シースルーバック
日常生活用強化防水（10気圧）

ねじ式りゅうず、プッシュ三つ折式中留
精度：日差＋25秒～－15秒

シャッターをきるまでの精緻なダイヤル操作。

この機械はいつもあの心地よい緊張感を思い出

させてくれる。

CAMERA MODEL
カメラモデル
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WZ0031NC ￥63,000
（税抜価格￥60,000）

自動巻（手巻付）
21石、球面クリスタルガラス

シースルーバック
日常生活用強化防水（10気圧）

ねじ式りゅうず、本ワニ皮革、プッシュ三つ折式中留
精度：日差＋40秒～－30秒

WZ0021NC ￥57,750
（税抜価格￥55,000）

自動巻（手巻付）
21石、球面クリスタルガラス

シースルーバック
日常生活用強化防水（10気圧）

ねじ式りゅうず、本ワニ皮革、プッシュ三つ折式中留
精度：日差＋40秒～－30秒

WZ0011NC ￥57,750
（税抜価格￥55,000）

自動巻（手巻付）
21石、球面クリスタルガラス

シースルーバック
日常生活用強化防水（10気圧）

ねじ式りゅうず、プッシュ三つ折式中留
精度：日差＋40秒～－30秒
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WZ0211FH ￥68,250
（税抜価格￥65,000）

自動巻（40時間パワーリザーブインジケーター付）
23石、球面クリスタルガラス

シースルーバック
日常生活用強化防水（10気圧）

ねじ式りゅうず、プッシュ三つ折式中留
精度：日差＋25秒～－15秒



WZ0071FH ￥63,000
（税抜価格￥60,000）

自動巻（40時間パワーリザーブインジケーター付）
23石、球面クリスタルガラス

シースルーバック
日常生活用強化防水（10気圧）

ねじ式りゅうず、プッシュ三つ折式中留
精度：日差＋25秒～－15秒

WZ0171FH ￥63,000
（税抜価格￥60,000）

自動巻（40時間パワーリザーブインジケーター付）
23石、球面クリスタルガラス

シースルーバック
日常生活用強化防水（10気圧）

ねじ式りゅうず、本ワニ皮革、プッシュ三つ折式中留
精度：日差＋25秒～－15秒

WZ0051FH ￥63,000
（税抜価格￥60,000）

自動巻（40時間パワーリザーブインジケーター付）
23石、球面クリスタルガラス

シースルーバック
日常生活用強化防水（10気圧）

ねじ式りゅうず、プッシュ三つ折式中留
精度：日差＋25秒～－15秒

エンジンの快音とスピードは、つねに

感じていたいもの。そんな想いを

計器にこめて腕にかがやき続けている。

MOTORCYCLE MODEL
バイクモデル
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WZ0201FH ￥68,250
（税抜価格￥65,000）

自動巻（40時間パワーリザーブインジケーター付）
23石、球面クリスタルガラス

シースルーバック
日常生活用強化防水（10気圧）

ねじ式りゅうず、プッシュ三つ折式中留
精度：日差＋25秒～－15秒



WZ0101FH ￥68,250
（税抜価格￥65,000）

自動巻（40時間パワーリザーブインジケーター付）
23石、カーブクリスタルガラス

シースルーバック
日常生活用強化防水（10気圧）

ねじ式りゅうず、プッシュ三つ折式中留
精度：日差＋25秒～－15秒

WZ0091FH ￥68,250
（税抜価格￥65,000）

自動巻（40時間パワーリザーブインジケーター付）
23石、カーブクリスタルガラス

シースルーバック
日常生活用強化防水（10気圧）

ねじ式りゅうず、プッシュ三つ折式中留
精度：日差＋25秒～－15秒

あたかも夜のハイウェイをお気に入りの

オープンカーで駆け抜けていくような、

風をも感じさせるデザイン。

CAR MODEL
カーモデル
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WZ0221FH ￥73,500
（税抜価格￥70,000）

自動巻（40時間パワーリザーブインジケーター付）
23石、カーブクリスタルガラス

シースルーバック
日常生活用強化防水（10気圧）

ねじ式りゅうず、プッシュ三つ折式中留
精度：日差＋25秒～－15秒



WZ0371EM ￥37,800
（税抜価格￥36,000）

自動巻、21石
クリックボタン機能（曜日修正）

内装回転リング
クリスタルガラス（レンズ付）
日常生活用強化防水（10気圧）
プッシュ三つ折式中留

精度：日差＋25秒 ～－15秒
WORLD TIME

WZ0361EM ￥37,800
（税抜価格￥36,000）

自動巻、21石
クリックボタン機能（曜日修正）

内装回転リング
クリスタルガラス（レンズ付）
日常生活用強化防水（10気圧）
プッシュ三つ折式中留

精度：日差＋25秒 ～－15秒

1960年代終わりから高い評価と人気を得た、回転リン

グ内装のキングマスターの復刻版。この復刻版は基準

改定に則し、クリスタルガラスを採用し、10気圧防水に

対応しながら当時の形状を維持している。文字盤も

当時のままに再現し、立体感のある王冠マークや時

字をレイアウト。ハードなフェイスにスイープセコンド

が静かに時を刻む。

当時より継承されるスリ－ス

ターは、自信の「品質」「デ

ザイン」「価格」の意。

「ORIENT」の「O」をあしらっ

たりゅうずも当時のままです。

キングマスター

復刻モデル 復刻モデル
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WZ0351EM ￥42,000
（税抜価格￥40,000）

自動巻、21石
回転計算尺付
内装回転リング
クリスタルガラス

日常生活用強化防水（5気圧）
プッシュ三つ折式中留

精度：日差＋25秒 ～－15秒

WZ0341EM ￥42,000
（税抜価格￥40,000）

自動巻、21石
回転計算尺付
内装回転リング
クリスタルガラス

日常生活用強化防水（5気圧）
プッシュ三つ折式中留

精度：日差＋25秒 ～－15秒

WZ0051FA ￥52,500
（税抜価格￥50,000）

自動巻（40時間パワーリザーブインジケーター付）
21石、

内装回転リング（都市名表示部回転機能）
球面クリスタルガラス

日常生活用強化防水（10気圧）
プッシュ三つ折式中留

精度：日差＋25秒 ～－15秒
WORLD TIME

WZ0041FA ￥52,500
（税抜価格￥50,000）

自動巻（40時間パワーリザーブインジケーター付）
21石、

内装回転リング（都市名表示部回転機能）
球面クリスタルガラス

日常生活用強化防水（10気圧）
プッシュ三つ折式中留

精度：日差＋25秒 ～－15秒
WORLD TIME

〈都市名表示部回転リング付ワールド
タイム〉基準にしたい都市名をお好
みの位置に合わせます。 回転表示
盤（24h表示）を回し、文字盤外側の
各都市と時刻を合わせることにより、
時針と連動して、各都市の時刻を
同時に読みとることができます。

回転計算尺では、一般的な計算の「掛け算」「割り算」を
簡単に行えます。
＜例＞
掛け算“14 x 25”の値を求める。

固定スケールの単位指標“10”に可動ス
ケール“14”を合わせます。このとき固定
スケールの“25”の対向位置にくる可動
スケールには“35”があります。“14 x 25”
の解は、３桁になることが想定できるの
で、“350”が答えです。

【計算尺の原理】log（A×B）=log（A）+log（B）の公式（ここでlogとは、10を底とする対数）を利用し、対数同士の「足し算もしくは引き算」
により「掛け算もしくは割り算」の解を導く原理を採用。“10”は計算尺の基本となり、単位指標と呼びます。

※この機能は専門的な計算機としての用途を目的に製造されたものではありません。そのため計算結果は目安としてご利用ください。

固定スケールの“STAT”の三角インデッ
クス位置に可動スケールの“20”を合わ
せます。このとき固定スケール“KM”の
三角インデックス位置の対向にくる可動
スケールには“32.2”があります。また、
固定スケールの“NAUT”の三角インデッ
クス位置の対向にくる可動スケールには
“17.4”があります。つまり、法定20マイ
ルは“32.2キロメートル”及び“17.4海里”
に相当することがわかります。

【回転計算尺のご使用方法】

乗除算 法定マイル・海里・キロメートルの異なる距離の単位を自在に
換算できます。
＜例＞
法定20マイルが何キロメートル・何海里になるのかを求める。

距離計算

NAUT：海里
STAT ：法定マイル
KM ：キロメートル
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アクセサリー

商品特徴
1. 回転着脱式上蓋が付いているので、稼動中も大事な時計を埃や汚れから守ります。

2. ACアダプター電源の採用により、安定した巻き上げを実現します。

電池式の場合ですと、連続運転中にバッテリーの消耗が激しく、肝心なときに止

まってしまったりすることがあり得ます。ACアダプター電源採用の本商品なら、

バッテリー切れの心配なく安心して連続使用して頂けます。

3. 4段切り替え機能だからお客様の特徴に合わせたセッティングが可能で、より時計

に合わせた巻き上げを実現します。自動巻き式腕時計のローターは、右に回って

も左に回ってもゼンマイを巻き上げる「全駆動巻き上げ」と、左右どちらかに回っ

商品仕様
本体：プラスチック
サイズ：11.5cm（直径）× 13cm（高さ）
カラー：ブラック（ソフトラバー仕上げ）
回転式着脱蓋：プラスチック／クリスタルガラス
アタッチメント：ラージ・スモール／2サイズ
付属品：巻上げ補助用傾斜台（プラスチック）

：ACアダプター　100VAC 50/60Hz 2.6VA
4.5VDC 200mA

腕時計自動巻き上げ機（3個巻き） 腕時計自動巻き上げ機

巻き上げ補助傾斜台

AA0101 ￥17,850
（税抜価格￥17,000）

商品仕様
本体：プラスチック
サイズ：14.5cm（直径）× 19cm（高さ）
カラー：ブラック（ソフトラバー仕上げ）
回転式着脱蓋：プラスチック／クリスタルガラス
アタッチメント：1個掛、2個掛、3個掛／3種類入り
付属品：巻上げ補助用傾斜台（プラスチック）

：ACアダプター　100VAC 50/60Hz 7VA
7.5VDC 500mA

AA0201 ￥36,750
（税抜価格￥35,000）

たときしかゼンマイを巻き上げない「半駆動巻き上げ」という方式があります。

本商品はお客様のご愛用の時計の特徴に合わせて作動モードを選択できます。

4. 巻き上げ補助用傾斜台が付いている本商品は、巻き上げ不足を感じる、ちょっと

急いで巻き上げたい。そんな要望にもお応えできます。巻き上げ補助用傾斜台を

ご使用いただくことで、色々なスタイルに合わせてお客様の時計をケアします。

5. 着脱式ウオッチホルダーはサイズ調整付きですので、どんな時計のベルトサイズ

にもサイズを合わせることができ作業中のはずれを防ぎます。



コレクションボックス（木製5本引き出し付）

商品仕様
本体：木製（ピアノ仕上げ）
サイズ：縦135mm 横310mm 高さ135mm
カラー：ブラック（ピアノ仕上げ）

AC0101 ¥24,150
（税抜価格￥23,000）

商品特徴
〇ライオンマーク入りのオリジナルデザイン

〇高級感あふれる傷のつきにくいピアノ仕上げの木製コレクションボックス

〇ケース内部・細部に至るまで手触りの良い内張りを施し大切な時計を傷つけません。

〇時計コレクションを守るカギ付き

〇付属パーツやアクセサリー等を保管できる引き出し付き

〇コレクターの方はもちろんギフトとしても最適です。
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「機械式時計の精度日差について」
◎精度日差は室温において、ぜんまいを全巻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、精度日差の範囲
内を超える場合があります。

◎オリエントスターはすべて日本製です。
◎掲載商品は、すべて機械式モデルです。
◎ご使用の際は、附属の取扱説明書をよくお読みください。
◎保証期間はお買い上げ日より1年間（ダイバーモデル、クロノグラフモデルは2年間）ですのでお買い上げの際には必ず保証書をご確認ください。
◎体質や体調、また時計の材料、汗、汚れ、錆等でがぶれ、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、ご使用をやめ専門医にご相談下
さい。
◎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。
◎予告なく仕様及び価格等が変更される場合があります。
◎掲載商品は、2008年5月現在のメーカー希望小売価格（税込み）です。
◎商品写真・人物写真及び文章等の無断転載はご遠慮願います。

※掲載商品についてのお問い合わせ

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-4-4 お客様相談室　Tel. 03（3255）9330 http://www.orient-watch.jp
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