


． 

． 

． 

． 

夏くミ5キングセイコー

●52KWM 25石 034
キングセイコークロノメーター

自動巻 ・秒針規正装置付・外部緩急

微調整装置付・カレンダー和英切換装

置付．瞬間日・曜送り装置付・ハイピ

ート・カットハードレックス付

SS・ WR-37,000円
(700-700) 

●52KCM 25石 034
キングセイコークロノメ＿夕＿

自動巻・秒針規正装置付・外部緩急

微調整装置付・瞬間日送り装置付

ハイピート・カットハードレックス付

SS・WR-35,000円
(700-700) 

（注 ） ご注文いたゞ く際は、 ● 印の記号と番サと 価 格をご指 定 ドさい。 22-1 



． 

． 

． 

． 
22-2 



VAJじゴtバコ

.. 

． 
●52KAW 25石 014

セイコーバナック

自動巻・秒針規正装置付・微調整装置付

カレンダー和英切換装置付．夜光付

瞬間日・曜送り装置付．ハイピート

カットハードレックス付

TSGP・WR-39,000円
(502-503) 

●52KAW 25石 037
セイコーバナック

自動巻・秒針規正装置付・微調整装置付

カレンダー和英切換装置付．夜光付

舜間日・曜送り装置付．ハイビート

カットハードレックス付

TSGP・WR- 37,000円
(603-603) 

●52KAW 25石 021
セイコーパナック

自動巻・秒針規正装置付・微調整装置付

カレンダー和英切換装置付

瞬間日・曜送り装置付

ハイピート・カットハードレックス付

TSGP・WR-37,000円
(603-604) 

．
 
． ●56KAW 25石 150

セイコーバナック

自動巻・秒針規正装置付・微調整装置付

カレンダー和英切換装置付．夜光付

／ヽイピート・カット／ヽードレックス付

SS・WR-35,000円
(505-506) 

●56KAW 25石 164
セイコーバナック

自動巻・秒針規正装置付・微調整装置付

カレンダー和英切換装置付

ノヽ イピート・カ ットノヽードレックス付

SS・WR-35,000円
(505-507) 

●56KAW 25石 167
セイ コ＿ハナック

自動巻・秒針規正装置付・微調整装置付

カレンダ＿和英切換装置付

ハイビート・カットハードレックス付

SS・WR-35,000円
(505-507) 

（注 ） ご注文いた、＊く際は、 ● 印の記号と番号と価格をご指定下さい。 22-3 



VA叫 Jじづ·::.,~コ

●56KAW 25石 174
セイコーパナック

自動巻・秒針規正装置付・徽調整装置付

カレンダー和英切換装置付．夜光付

ハイピート カットハードレ ックス付

SS・WR-32,000円
(601-601) 

●56KAW 25石 187 ●56KAW25石 190
セイコーバナック セイコーバナック

自動巻・秒針規正装置付・微調整装置付 自動巻・秒針規正装置付・微調整装置付

カレンダー和英切換装置付．夜光付 カレンダー和英切換装置付．夜光付

ハイピート カットハードレ ック ス付 I /ヽ イビート カットハードレ ックス付

SS・WR- 32,000円 SS・WR- 32,000円
(601 -602) I (7|5-7 15) 

． 

． 

●56KAW 25石 194
セイコーバナック

自動巻・秒針規正装置付・微調整装置付

カレンダー和英切換装置付 ．夜光付

ノヽイピート・カットノヽードレックス付

SS・WR -32,000円
(715-715) 

●56KAW 25石 206
セイコーバナック

自動巻・秒針規正装置付・微調整装置付

カレンダ＿和英切換装置付．夜光付

ノヽ イビート ・カット／ヽードレ ックス付

SS・WR- 32,000円
(714-714) 

．
 
． 

22-4 



エレクトロニックウオッチ

．
 

．
 

●37ELW 080 
エレクトロニ ックウオッチ

秒針規正装置付 ．ハードレ ックス付

SS- 23,000円
(802-803) 

●37ELW 084 
エレクトロニ ック ウオ ッチ

秒針規正装置付・ハードレ ックス付

SS- 23,000円
(802-803) 

． 

． 

．
 

（注 ） ご注文いたゞ<I:'では、 ● 印の記号と番号と価格をご指定 Fさい。 28-1 



●バッテリーウォッチ

． 

． 
●33ELW 010 ●33ELW 011 ●33ELW 020 

パッテリーウオッチ バッテリーウオッチ バッテリーウオッチ

秒針規正装置付 秒針規正装置付 秒針規正装置付

ハードレックス付 ハードレックス付 ss 15,000円
ss 16,000円 ss 16,000円 (807-800) 

(808-801) (808-801) 

． 

●33ELW 022 ●33ELC 010 ●33ELC 012 
． 

バッテリーウオッチ バッテリーウオッチ バッテリーウオッチ

秒針規正装置付 秒針規正装置付 秒針規正装置付

ss 15,000円 ss 13,000円 ss 13,000円
(807-800) (803-801) (803-801) 

28-2 



●クロノグラフ

． 

． 
●61 CHW 23石 022

クロノグラフ

自動巻・スト ップウオ ッチ装置付

カレンダー和英切換装置付．夜光付

ハードレ ックス付

S S・WR-30,000円
(300-300) 

●70CMW 23石 030
クロノグラフ

自動巻・スト ップウオッチ装置付

カレンダー和英切換装置付．夜光付

ハードレックス付

SS・WR-25,000円
(500-500) 

●70CMW 23石 034
クロノグラフ

自動巻・ストップウオッチ装置付

カレンダー和英切換装置付．夜光付

ハードレ ックス付

SS・WR-25,000円
(500-500) 

一

．
 
． 

（注 ） ご注文いたゞく際は、 ● 印の記号と番号と 価格 をご指 定下さい。 30-1 



． 

． 

．
 
． 

30-2 



． 

． 

． 

． 

瓜 口—Fマチック

●52LMW 25石 240
ロートマチックスペシャル

自動巻・秒針規正装置付・微調整装置付

器間日・曜送り装置付

カレンダー和英切換装置付

ハイピート・ハードレックス付

SS・WR-21,000円
(611-613) 

●52LMW 23石 224
ロードマチックスペシャル

自動巻・秒針規正装置付・微調整装置付

瞬間日・曜送り装置付

カレンダー和英切換装置付

ハイピート・カットハードレックス付

SS・WR- 22,0011円
(610-612) 

●52LMW 25石 244
ロ＿トマチックスペシャル

自動巻・秒針規正装置付・微調整装置付

瞬間日・曜送り装置付

カレンダー和英切換装置付

ハイピート・ハ＿ドレックス付

SS・WR- 21,000円
(611-613) 

●52LMW 23石 191
ロードマチックスペシャル

自動巻・秒針規正装置付・微調整装置付

瞬間日・曜送り装置付

カレンダー和英切換装置付

ハイピート ・カットハードレックス付

SS・WR- 21,000円
(609-609) 

（注 ） ご注文いた 、・＜ 際 は、 ● 印 の記号と番号と価格をご指定下さい。

●52LMW 23石 211
ロートマチックスペシャル

自動巻・秒針規正装置付・微調整装置付

瞬間日・曜送り装置付

カレンダー和英切換装置付

ハイピート・カットハードレックス付

SS・WR- 22,000円
(610-611) 

●52LMW 23石 196
ロートマチックスペシャル

自動巻・秒針規正装置付・微調整装置付

瞬間日 ・曜送り装置付

カレンダー和英切換装置付

ハイピート・カットハードレックス付

SS・WR- 21,000円
(609-609) 

46-1 



瓜 ローFマチック

●52LMW 23石 207
ロートマチックスペシャル

自動巻・秒針規正装置付・微調整装置付

瞬間日 ・曜送り装置付

カレンダー和英切換装置付

ハイピート カットハート レックス付

SS・WR- 21,000円
(609-610) 

●52LMW 23石 250
ロ＿ドマチック スペシャ ル

自動巻・秒針規正装置付・微調整装置付

誤間日 ・曜送り装置付

カレンダー和英切換装置付

ハイビート・ハードレックス付

SS・WR- 19,000円
(612-614) 

●52LMW 23石 252
ロードマチックスペシャル

自動巻・秒針規正装置付・徹調整装置付

瞬間日・曜送り装置付

カレンダー和英切換装置付

ハイピート ・ハードレックス付

SS・WR- 19,000円
(612-614) 

●52LMW 23石 260
ロー トマチックスペシャル

自動巻・秒針規正装置付・微調整装置付

瞬間日 ・曜送り装置付

カレンダ＿和英切換装置付

／ヽイピート •ノヽードレ ックス付

SS・WR -19,000円
(612-604) 

●52LMW 23石 264
ロードマチックスペシャル

自動巻・秒針規正装置付・微調整装置付

瞬間日 ・曜送り装置付

カレンダー和英切換装置付

／ヽイビート・ノヽードレックス付

SS・WR- 19、000円
(6 I 2-604) 

●56LMW 25石 566
ロードマチック

自動巻・秒針規正装置付

カレンダー和英切換装置付

カッ ’卜／ヽードレックス付

SS・WR- 21,000円
(508-524) 

． 

． 

．
 
． 

46-2 



． 

． 

． 

• 

L.MローFマチック

●56LMW 25石 567
ロードマチック

自動巻・秒針規正装置付

カレンダー和英切換装置付

カット ハードレ ック ス付

SS・WR- 21.000円
(508-524) 

●56LMW 25石 596
ロードマチック

自動巻 ・秒針規正装置付

カレンダー和英切換装置付．夜光付

カットハードレ ック ス付

SS·WR~Z0 , 000 円
(723-755) 

●56LMW 25石 590
ロードマチック

自動巻 ・秒針規正装置付

カレンダー和英切換装置付 ．夜光付

カットハードレックス付

SS・WR- 20,000円
(723-755) 

●56LMW 25石 574
ロ＿ドマチック

自動巻・秒針規正装置付

カレンダ＿和英切換装置付 ．夜光付

ハードレックス付

SS・WR- 17,000円
(604-609) 

（注 ） ご注文¥,‘たゞ＜ l;祭は、 ● l:|]の心サ と 番り・と 価格 をご指 ‘巫ド さし、 0

●56LMW 25石 594
ロートマチック

自動巻 ・秒針規正装置付

カレンダー和英切換装置付 ．夜光付

カットハー ドレックス付

SS・WR- 20,000円
(723-755) 

●56LMW 25石 576
ロードマチック

自動巻 ・秒針規正装置付

カレンダー和英切換装置付．夜光付

／ヽ ードレ ックス付

SS・WR- 17,000円
(604-609) 

46-3 



瓜 ローFマチック

●56LMW 25石 586
ロードマチック

自動巻 ・秒針規正装置付

カレンダー和英切換装置付．夜光付

ハードレックス付

SS・WR-17,000円
(604-610) 

●56LMW 23石 614
ロードマチック

自動巻 ・秒針規正装置付

カレンダー和英切換装置付．夜光付

ハードレックス付

SS・WR-15,000円
(605-607) 

●56LMW 23石 616
ロードマチック

自動巻 ・秒針規正装置付

カレンダー和英切換装置付．夜光付

ハードレックス付

SS・WR-15,000円
(605-607) 

． 

．
 

．
 
． 

46-4 



． 

． 

． 

． 

@SPORTS ファイコズボ—ヅ

●61 SPM 21石112
ファイプスポーツ・スピードタイマー

自動巻・ストップウオッチ装置付

カレンダー和英切換装置付．夜光付

ハードレックス付．硬質合金処理側

NSB・WR-21,000円
(80 I -803) 

●70SP 21石105
ファイプスポーツ・スピードタイマー

自動巻・ストップウオッチ装置付

カレンダ＿和英切換装置付．夜光付

ハードレックス付．硬質合金処理側

NSB・WR- 1B,500円
(700-700) 

●61 SPM 21石116
ファイプスポーツ・スピードタイマー

自動巻・ストップウオッチ装置付

カレンダー和英切換装置付．夜光付

ハードレックス付 ．硬質合金処理側

NSB・ WR - 21,000円
(801-803) 

（注 ） ご注文いたゞく際は、 ● 印の記号と番号と価格をご指定下さい。

●70SP 21石102
ファイプスポーツ・スピードタイマー

自動巻・ストップウオッチ装置付

カレンダー和英切換装置付 ．夜光付

ハードレックス付 ．硬質合金処理側

NSB・WR-18,500円
(700-700) 

50-1 



． 

． 

．
 
． 

50-2 



． 

． 

． 

． 

嬌］7f9i7

●61AD 25石 572
アドパン

自動巻 ・秒針規正装置付

カレンダー和英切換装置付 ．夜光付

カットハードレックス付

SS・WR- 17,500円
(755-772) 

●61AD 25石 586
アド／ゞ ン

自動巻 ・秒針規正装置付

カレンダー和英切換装置付

カットハー ドレックス付・夜光付

SS・WR- 16,500円
(757-774) 

●61 AD 25石 574
アドバン

自動巻・秒針規正装置付

カレンダー和英切換装置付 ．夜光付

カットハードレックス付

SS・WR- 17,500円
(755-772) 

●61 AD 25石 602
アド／ゞ ン

自動巻 ・秒針規正装置付

カレンダー和英切換装置付 ．夜光付

ハー ドレックス

SS・WR- 15,500円
(756-773) 

(tl:） ご注文：し、な、・＜際は、 ● 1a.［］の，iじけと番リ・と価格をご指定ドさし、

●61 AD 25石 596
アドパン

自動巻・秒針規正装置付

カレンダー和英切換装置付．夜光付

カットハードレックス付

SS・WR- 16,500円
(757-775) 

●70AD 21石 406
アドノゞ ン

自動巻 ・

カレンダー和英切換装置付

カットハードレックス付・夜光付

SS・WR- 14,500円
(715-722) 

50-3 



◎?、そ9i7

●70AD 21石 416
アドバン

自動巻

カレンダー和英切換装置付

カッ トハードレ ックス付

SS・WR-13,000円
(716-723) 

●70AD 21石 436
アドノ` ・ン

自動巻

カレンダー和英切換装置付

ハードレックス付

SS・WR-12,000円
(717-724) 

50-4 

●70AD 21石 425
アドバン

自動巻

カレンダー和英切換装置付

カレンダーリング付

ハードレックス付

SS・WR-12,500円
(605-609) 

●70AD 21石 435
アドパン

自動巻

カレンダー和英切換装置付

ハードレックス付

SS・WR-12,000円
(717-724) 

． 

． 

． 

． 



●特殊腕時計

． 

．
 
． 

． 

●6159 25石 010
セイコーダイパー・プロフェッショナル

自動巻・秒針規正装置付・300メートル

防水・回転リング付（経過時間表示式）・

夜光付・ハイピート・ハードレックス付

SS・WP-38,000円
(700 -700) 

●6159 25石 011
セイコーダイパー・プロフェッショナル

自動巻・秒針規正装置付•300メートル

防水・回転リング付（残時間表示式）．

夜光付・ハイピート・ハードレックス付

SS・WP-38,000円
(700-700) 

セイコーダイパー

自動巻・秒針規正装置付・ 150メートル

防水・回転リング付・夜光付

ハードレックス付

SS・WP-17,500円
(811-800) 璽冒

（注 ） ご注文いたゞく際は、 ● 印の記号と番号と価格をご指定下さい。 68-1 



．
 
． 

．
 
． 

68-2 



匿瓢9ペルフィーナ

．
 

． 

●11 OSL 23石 R102 ●11 OSL 23石 S406 ●170SL 20石 R124 ●170SL 20石 A603
ペルフィーナ ペルフィーナ ペルフィーナ ペルフィーナ

無反射ハードレックス付 無反射ハードレックス付 サファイアガラス付 無反射ハードレックス付

ハイピート ハイピート ss 33,000円 AGF 32,000円
18K • WG-― 48,000円 ss 35,000円 (042-051) (707-053) 

(005-015) (305-014) 

． 

． ●170SL 20石 A603 ●1 lOSL 23石 R103 ●11 OSL 2年 R103
ペルフィーナ ペルフィーナ ペルフィーナ

無反射ハードレックス付 サファイアガラス付 サファイアガラス付

ss 30,000円 ハイピート ハイピート

(707-053) AGF 30,000円 ss 28,000円
(006-016) (006-016) 

（注） ご注文いたゞく際は、 ● 印の記号と 番 号と 価 格をご指 定 下 さい。 78-1 



． 

．
 
． 

． 
78-2 



唸セイコープレスレット

． 

． 
●170S 20石 A604 ●170S20石 A605 ●11SL 23石A618 ●FS23石 S446

セイコープレスレット セイコープレスレット セイコープレスレット セイコープレスレット

ハードレックス付 ． ハードレックス付 ハードレックス付 ハードレックス付

WGP-22.000円 WGP- 22,000円 SS-21、000円 WGP- 20.000円

(109-051) I (109-051) I (713-040) I (358-058) 

． 

． 
●FS 23石 S447 ●11 S 21石 AB45 ●11 S 21石 A646 ●FS 23石 S449

セイコープレスレット セイコープレスレット セイコープレスレット セイコープレスレット

ハードレックス付 ハードレックス付 ハードレックス付 ハードレックス付

WGP 20,000円 ss 19,000円 ss 19,000円 WBP 16,000円
(357-059) (758-155) (756-155) (360-052) 

（注 ‘ 二注文いたゞ く際は、 ● r:n(7)，記号と番サと価格をご指牢 Fさい。 90-1 



唸セイコープレスレッ1--

． 

． 
●11 S 21石 8428 ●FS17石 8448 ●11S 17石 8427

セイコープレスレット セイコープレスレット セイコープレスレット

ノヽードレックス付 ハードレックス付 ハードレックス付

W GP-15,000円 WGP-14,000円 WGP-13,500円
(355-065) I (359-060) I (354-16s) 

． 

． 

90-2 



◎ セイコーホワイトくラウンド〉

． 

． 
●11 SL 23石 R123

セイコーホワイト

ハードレ ックス付

WGP-14,000円
(021-003) 

．
 ― 
． 

（注 ） ご注文いたゞく際は、 ● 印 の記号と 番 号と 価格を ご指 定 下 さい。 98-1 



． 

． 

．
 
． 

98-2 



． 

． 

． 

． 

セイコー乞ョイコ）し

●24M LW 23石 S400
ジョイフル

自動巻・カレンダー和英

切換装置付

ハードレックス付•ノヽイビート

SS・WR- 22.000円
(30 I -005) 

●22MLW 23石 A600
ジョイフル

自動巻・カレンダー和英

切換装置付

ハードレックス付・／ イヽビート

SS・ WR - 19.000円
(706-026) 

●24M LW 23石 S401
ジョイフル

自動巻・カレ ンダー和英

切換装置付

／ヽードレックス付 • ノヽイビート

SS・ WR_:___ 22.000円
(30 I -006) 

●22MLW 23石 A601
ジョイフル

自動巻 ・和英切換装置付

ハードレックス付

／ヽ イピート

SS・WR- 19.000円
(706-027) 

●24MLW 23石 RlOO
ジョイフル

自動巻・カレンダー和英

切換装置付

カットハードレ ック ス付

／ヽ イピート

,SS・WR- 21、000円
(002-003) 

●22MLW 23石 R111
ジョイフル

自動巻 ・和英切換装置付

ハードレックス付

ハイピート

SS・WR- 18.000円
(016-024) 

注 ） ご ｛`i：文＼ヽた、’くド祭は、 ● 1-:1]の ，iじサと番サと 価 格をご指 定 ドさい。

●24M LW 23石 R101
ジョイフ ル

自動巻・カレンダー和英

切換装置付

カッ トハードレ ックス付

／ヽ イピート

SS・ WR- 21.000円
(002-004) 

●22MLW 23石 R112
ジョイフル

自動巻・和英切換装置付

ハードレ ックス付

Iヽイピート

SS・ WR-―18,000円
(016-025) 

114-1 

・



O セイコー乞ョイコ）し

●27MLW 21石 R117 ●27MLW 21石 R118 ●27MLW 21石 R119 ●22MLO 21石 A607
ジョイフル ジョイフル ジョイフル ジョイフル

自動巻・和英切換装置付 自動巻 ・和英切換装置付 自動巻 ・和英切換装置付 自動巻

カットハードレックス付 カッ トIヽードレックス付 ハードレ ックス付 ハードレックス付

ハイピート ノヽ イビート ／ヽ イビート ノヽ イビート

SS・WR- 16,500円 SS・ WR- 16,500円 SS・WR- 16,500円 SS•WR 16 , 500 円
(013-041) (0 I 3-04 I) (011 -044) (705-093) 

． 

．
 

●22MLO 21石 A608
ジョ イフル ジョイフル ジョイフル ジョイフル

自動巻 自動巻・和英切換装置付 自動巻・和英切換装置付 自動巻・和英切換装置付

／ヽ ードレ ック ス付 ／ヽードレックス付 ／ヽ イビート ノヽ イピート

ハイピート ハイビート SS・WR-15,000円 SS・WR- 15,000円
SS・WR-―16,500円 SS・WR- 15,500円 (304-042) I (304-043) 

(706-093) 

●22MLW 17石 Rl13 

(007-028) 

●27MLW 21石 S406 ●27MLW 21石 8407

．
 

．
 114-2 



Oセイコー乞ョイコ）し

． 

． 
●22MLW 17石 S402 ●22MLO 17石 R142 ●22MLO 17石 R143

ジョイフル ジョイフル ジョイフル

自動巻 ・和英切換装置付 自動巻 ・和英切換装置付 自動巻・和英切換装置付

ハイピート ハードレックス付 ハードレックス付

SS・WR- 14,500円 ハイピー ト ハイピート

(300-029) SS・WR- 14,500円 SS・WR- 14,500円
(048-094) (048-095) 

． 

． 
（注 ） ご注文いた、 く^ 際は、 ● 自］ の ，記号と番サと価格をご指定 Fさい。 114-3 



． 

． 

．
 

．
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． 

． 

． 

． 

●その他の腕時計

●2220 24石 R113
22クイーンセイコー

サファイヤガラス付

ハイピート

SS-16,000円
(028-057) 

f注 ） ご注文いたゞく際は、 ● 印の 1記号と番 ij-と価格をご指定下さい。 116-1 



． 

． 

．
 
． 

116-2 



●ファンシーウオッチ

． 
●1700 17石 R127

リングウオッチ

AWGP・WR- 15.000円
(045-054) 

．
 
． 

●11 S 21石 S426
リングウオ ッチ

／ヽ ードレ ックス付

SS- 14.000円
(760-160) 

． ●11S 17~ R144 
リングウオ ッチ

SS・WR- 13.000円
(061-159) 

●1700 17石 R125
リングウオッチ

AWGP- 15.000円
(043-052) 

●11 S 21石 S425
リングウオッチ

ハードレックス付

SS- 14.000円
(759-160) 

●11 S 17石 S423
リングウオ ッチ

SS・WR- 13.000円
(062-159) 

●1700 17石 R126
リングウ オッチ

AWGP- 15.000 Fl 
(044-052) 

●11 S 21石 A647
リングウオッチ

ハードレ ックス付

WGP- 14.000円
(763-170) 

●11 S 17石 R141
リングウオ ッチ

ノヽ ードレ ックス付

AWGP - 11.000円
(058-158) 

(; i,)ご袢．文し、たゞ <l繁ぱ、 ● 1:llグ），：じり＊と吊リ・と価格をご指 定ドさし、 128-1 



●ファンシーウオッチ

． 
●11 S 17石 R142

リングウオッチ

ハードレックス付

AWGP - 11,000円
(059-161) 

●11S 17石 R143
リングウオ ッチ

SlLP 10,500円
(060-125) 

．
 

．
 

．
 128-2 



●鉄道時計

． 

，
 

●61RW 21石 010． 
鉄道時計

秒針規正装置付

ACRP- 7,500円
(001-001) 

-----
-^-

---9: 

---

---

— 
・
 

．
 
． 

雪＇
（注 ） ご注文いたゞく際は、 ● 1てI]の記号と番号と価格をご指定下さい。 138-1 



． 

．
 
．
 
．． 

138-2 
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