






SSVY073 ￥49,350  �
　　　（税抜 ￥47,000）�
　ダイヤ入り白蝶貝ダイヤル   �

�

SSVY075 ￥37,800  �
　　　（税抜 ￥36,000）�

　　　�

SSVY078 ￥60,900  �
　　　（税抜 ￥58,000）�
　　　　ダイヤ入りケース　�



SSVY079 ￥57,750  �
　　　（税抜 ￥55,000）�
　　　　ダイヤ入りケース   

LUKIAスペシャルＨＰ公開中（2006年1月末まで公開予定）　www.lukia.jp

SSVY081 ￥49,350  �
　　　（税抜 ￥47,000）�
　           ダイヤ入りダイヤル   �

　　　　�



SSVY077 ￥37,800  �
　　　（税抜 ￥36,000）�

　　　　�

SSVY082 ￥44,100  �
　　　（税抜 ￥42,000）�

　　　　�

SSVY083 ￥39,900  �
　　　（税抜 ￥38,000）�

　　　　�



新 し い ル キ ア は 、 き ら め き 。 �

人気のアクセサリーデザイナー「e.m.」とルキアのコラボレーションが実現。�

ぬくもり感あふれるデザインが高い評価を得ている「e.m.」とのクリエイションにより、�

柔らかな輝きを放つきらめきのコレクションが誕生しました。�

e.m.（イー・エム）プロフィール�
 �
仲谷英二郎、飛田眞義の2人からなるデザインユニット。�
1996年、アクセサリー、インテリアのブランドe.m.を立ち上げ、セレクトショップに
卸売業を開始する。2003年には白金にショップ「e.m.box」をオープン。2005
年からは海外に向け､卸売業を開始している。ブランドコンセプトである「みんなが
よろこぶものづくり」「ありそでなさそなものづくり」を基に､もののあふれる現代
において、どこにもない常に新しいものを楽しみながら、提供している。�
�

ステンレス、イエローゴールド、
ピンクゴールドの、3層の輝きが
印象的なケース。�

ひときわ目を引く12時位置の
大きなダイヤモンド。�
「e.m.」ロゴとさりげなくリンク
したデザインで魅せる。�

大きさの違うダイヤをあえて�
ランダムに。柔らかなケースの丸みが
輝きをより引き立てる。　�



限定モデルだけの�
スペシャルボックス入り！�

SSVY085 ￥52,500  �
（税抜 ￥50,000）�

　ダイヤ入り白蝶貝ダイヤル   �
伊東美咲セレクトクリスマス限定モデル   �

限定3,000個  10月下旬発売予定   

清楚なピュアホワイトの中にひときわ輝く４ヶ所のダイヤ。�

上質なクロコダイルストラップにも�

パール調の柔らかなきらめきを加えました。�

ルキアのイメージキャラクター伊東美咲さんがセレクトした真っ白なルキアを�

クリスマスに向けて限定発売いたします。�

自分らしさを大切にする大人の女性たちに、�

華やぎと幸せ気分をお届けする�

特別なアイテムです。�

伊東美咲セレクトクリスマス限定モデル   �
�



クリスマスというと、白い雪が舞い落ちる�

ホワイトクリスマスを思い浮かべます。�

わくわくして気持ちが華やぐ季節ですよね。�

そんなホワイトクリスマスをイメージして�

華やかな白いルキアをセレクトしました。�

きらきらした白をコーディネートのポイントにして、�

冬のおしゃれを楽しんでもらえたらと思います。�
 �

　　　　　               伊東 美咲�



SSVY067 ￥39,900  �
（税抜 ￥38,000）�

SSVY068 ￥39,900  �
（税抜 ￥38,000）�

SSVY065 ￥42,000  �
（税抜 ￥40,000）�

スワロフスキー・クリスタル・コンポーネント入りケース     スワロフスキー・クリスタル・コンポーネント使用�

SSVY063 ￥52,500   �
　　　（税抜 ￥50,000）�

　ダイヤ入りダイヤル    �
�



SSVX081 ￥39,900  �
（税抜 ￥38,000）�

SSVX079 ￥57,750  �
（税抜 ￥55,000）�
ダイヤ入りダイヤル     

 SSVX077 ￥57,750    �
 （税抜 ￥55,000）   �

ダイヤ入 りケース           

SSVX076 ￥60,900  �
（税抜 ￥58,000）�

ダイヤ入りケース     



SSVX067 ￥57,750  �
（税抜 ￥55,000）�

ダイヤ入りケース    

SSVX069 ￥57,750  �
（税抜 ￥55,000）�

ダイヤ入りケース    

SSVC 015 ￥47,250  �
（税抜 ￥45,000）�



SSVY055 ￥57,750  �
（税抜 ￥55,000）�
ダイヤ入りダイヤル     

SSVY057 ￥57,750  �
（税抜 ￥55,000）�
ダイヤ入りダイヤル    

SSVY061 ￥39,900  �
（税抜 ￥38,000）�



SSVY039 ￥39,900  �
（税抜 ￥38,000）�

SSVY041 ￥39,900  �
（税抜 ￥38,000）�



SSVK061 ￥37,800  �
（税抜 ￥36,000）�

SSVK063 ￥37,800  �
（税抜 ￥36,000）�



SSVY049 ￥37,800  �
（税抜 ￥36,000）�

　�

SSVX057 ￥36,750   �
（税抜 ￥35,000）�

　�



SSVK051 ￥36,750  �
（税抜 ￥35,000）�

　�

SSVK053 ￥36,750  �
（税抜 ￥35,000）�

　�



SSVA001 ￥49,350   �
（税抜 ￥47,000） �

　�

SSVA003 ￥49,350   �
（税抜 ￥47,000） �

　�白蝶貝ダイヤル     �
�

白蝶貝ダイヤル    �
�



05.10.SE

＜ケース材質＞　●ステンレスケース［但し、SSVY065はステンレスケース（一部パラジウムめっき）、�
SSVY082はステンレスケース（一部金色めっきおよびピンクゴールドめっきケース）、�
SSVX076、 SSVY068, 078はピンクゴールドめっきケース］  �
＜ガラス＞　●カーブサファイアガラス：SSVC015、 SSVX067, 069, 076, 077, 079, 081、�
SSVY039, 041, 055, 057, 061, 063, 065, 067, 068, 073, 075, 077, 078, 079, 081, 
082, 083, 085 ●サファイアガラス：SSVA001, 003（但し、裏ぶたガラス） SSVK051, 053, 061, 063、 
SSVX057、 SSVY049  �
＜ダイヤル＞　●ダイヤ入り白蝶貝ダイヤル：SSVY073, 085 ●白蝶貝ダイヤル：SSVA001, 003  ●ダイヤ入り
ダイヤル：SSVX079、 SSVY055, 057, 063, 081 �
＜ケース＞ ●ダイヤ入りケース：SSVX067, 069, 076, 077、 SSVY078, 079 ●スワロフスキー・クリスタル・
コンポーネント入りケース：SSVY065�
●日常生活用強化防水（10気圧）［但し、SSVA001,003、SSVY065は日常生活用防水］●耐磁［但し、
SSVA001, 003は除く］ ●電池寿命 約3年：SSVA001, 003、 SSVC015､ SSVK051, 053, 061, 063、 
SSVX067, 069, 076, 077, 079, 081、約2年：SSVX057、SSVY039, 041, 049, 055, 057, 061, 
063, 065, 067, 068, 073, 075, 077, 078, 079, 081, 082, 083, 085 ●24時針・日付針・曜日針つ
き：SSVC015  ●精度：平均月差±15秒［但し、SSVY039, 041, 049, 055, 057, 061, 063, 065, 067, 
068, 073, 075, 077, 078, 079, 081, 082, 083, 085 は平均月差±20秒］ �
●電波時計：SSVA001, 003 電波修正機能（2局自動選択受信）、自動受信機能、強制受信機能、受信結果表示機能、
時差修正機能、精度：非受信時平均月差±15秒�
�●掲載商品はすべてクオーツです。 ●１年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には、必ず保証書をご確認く
ださい。 ●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。 ●あらかじめセットされている電池は機能・性
能をチェックするためのモニター用電池です。 ●「耐磁」表示は、日常生活における磁気商品の影響を防ぐ保証水準で、対
直流4,800A/m(60ガウス）の耐磁性能を表しています。 ●ダイヤなどの天然貴石を使用している商品は、色調が若干
異なります。●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは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。あらかじめご了承ください。 ●この印刷物の無断転載を禁じます（インターネット告知等）。 �
●掲載商品の価格は、2005年10月現在のメーカー希望小売価格に消費税相当額を含めた総額を表示しています。�

製品仕様�




