貴金属を素材としたセイコー
「特選腕時計」
をグループ化し
「セイコー クレドール」
が誕生

2億2000万円を頂点とする
ジュエリーウオッチの
製造・販売を開始

厚さわずか0.89ミリの
世界一薄い
（当時）
ムーブメント
（キャリバー6720）
を
搭載したモデルを発表
無限に伸びるクレドールの未来を
象徴するクレストマークを制定
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使いやすく、
いつの時代も
価値ある普遍性を追求した
オルディネール発表

デザインシリーズの第一弾
として過去から未来への
時の流れを優雅な曲線で
イメージしたリネアクルバ発表

中世の西洋文化に
日本人の繊細な感性を
とり入れた
エントラータ発表

薄型メカニカルムーブメント
キャリバー6870を搭載した
腕時計を発表

クルーザーのハッチを
イメージした精悍な造形が際立つ
パシフィーク発表

竹をモチーフとした
日本独自のデザイン性の高い
メカニカルスケルトンモデル
（キャリバー6899）
を発表

本物志向の女性に向けた、
極上のシンプルウオッチ
アクア発表

世界で唯一の
ムーブメント
スプリングドライブ発表

美しい伝統工芸
京繍モデル発表

日本人の心の豊かさの
象徴である月をデザイン
モチーフにした
ノード発表

月から放たれた
月の光の様々な表情を
デザインモチーフにした
ノード発表

レザーストラップに
オートクチュールビーズ
刺繍をあしらった
モデル発表

コンプリケーションウオッチ
スプリングドライブ
ソヌリ発表

世界初の機構
「トルクリターンシステム」
を
搭載した叡智
（キャリバー7R08）
発表

高度な象嵌技法
「ピクウェ」
を採用した
モデルを発表

セイコー創業130周年を記念して
コンプリケーションウオッチ
スプリングドライブ
ミニッツリピーター発表

ブランド誕生40周年を
記念してミニアチュール
モデル発表

ブランド誕生40周年
スプリングドライブ
15周年を記念して
叡智Ⅱ発表

特殊なガラス技法
「パート・ド・ヴェール」
を
用いたモデルを発表

クレドール独自の
高度な透かし彫り技法を
駆使した、
3人の現代の
名工の手によるメカニカル
彫金モデルを発表

高級ジュエリーブランド
「Gimel
（ギメル）
」
との共同製作
により誕生した極上の
ハイジュエリーウオッチ発表

しなやかな強さを持ち、
自分らしいこだわりを貫くことで、
内面から輝く大人たちのために
生まれたシリーズ、
リネアルクス発表

セイコー初の
トゥールビヨンモデル
FUGAKU発表

ブランド誕生45周年を
記念して独自の立体彫金技法を
凝らした懐中時計を発表

3

Li nea l x（リネアルクス）。それは、イタリア語で「線」をあらわす「Li nea（リネア）」と、
照度の単位である
「l x（ルクス）」を合わせた造語。
しなやかな強さを持ち、自分らしいこだわりを貫くことで、
内面から輝く大人たちのために生まれたシリーズです。

Spring Drive

GALH 989
23,100,000 円（税込）

GALH 987
19,800,000 円（税込）

GALH 986
18,700,000 円（税込）

プラチナ950ケース、クロコダイルバンド

18Kホワイトゴールドケース、クロコダイルバンド

18Kピンクゴールドケース、クロコダイルバンド

（ 税抜21,000,000 円 ）

日常生活用防水、スプリングドライブ（手巻）
ダイヤモンド合計 330個 5.15カラット
ブルーサファイア 12個

0.19カラット

ケースサイズ：39.8㎜

（ 税抜 18,000,000 円 ）

日常生活用防水、スプリングドライブ（手巻）
ダイヤモンド合計 326個 5.00カラット
ブルーサファイア 16個

0.35カラット

ケースサイズ：39.8㎜

（ 税抜 17,000,000 円 ）

日常生活用防水、スプリングドライブ（手巻）
ダイヤモンド合計 326個 5.00カラット
ブルーサファイア 16個

0.35カラット

ケースサイズ：39.8㎜
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GTAW 959
8,800,000 円（税込）

（ 税抜8,000,000 円 ）

18Kホワイトゴールドケース・バンド

New

GTAS 989
3,520,000 円（税込）

（ 税抜3,200,000 円 ）

プラチナ950ケース、クロコダイルバンド

New

GTAS 987
3,520,000 円（税込）

（ 税抜3,200,000 円）

プラチナ950ケース、クロコダイルバンド

ダイヤ入りりゅうず

ブルーサファイア入りりゅうず（1個 0.04カラット）

ブルーサファイア入りりゅうず（1個 0.04カラット）

ケースサイズ：23.6㎜

ケースサイズ：27.7㎜

ケースサイズ：27.7㎜

日常生活用防水、年差クオーツ
ダイヤモンド合計 290個 1.84カラット

日常生活用防水、年差クオーツ
ダイヤモンド合計90個 1.41カラット
＜5月発売予定＞

日常生活用防水、年差クオーツ
ダイヤモンド合計90個 1.41カラット
＜5月発売予定＞

9

GTAW 969
3,410,000 円（税込）

（ 税抜3,100,000 円 ）

（ 税抜3,000,000 円 ）

GTAW 957
3,135,000 円（税込）

（ 税抜2,850,000 円 ）

GTAW 956
3,025,000 円（税込）

（ 税抜2,750,000 円 ）

18Kホワイトゴールドケース・バンド、白蝶貝ダイヤル

18Kイエローゴールドケース・バンド、白蝶貝ダイヤル

18Kホワイトゴールドケース、クロコダイルバンド

18Kイエローゴールドケース、クロコダイルバンド

日常生活用防水、年差クオーツ
ダイヤモンド合計 55個 0.58カラット

日常生活用防水、年差クオーツ
ダイヤモンド合計 55個 0.58カラット

日常生活用防水、年差クオーツ
ダイヤモンド合計 174個 1.02カラット

日常生活用防水、年差クオーツ
ダイヤモンド合計 174個 1.02カラット

ブルーサファイア入りりゅうず（1個 0.04カラット）
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GTAW 968
3,300,000 円（税込）

ケースサイズ：23.6㎜

ブルーサファイア入りりゅうず（1個 0.04カラット）

ケースサイズ：23.6㎜

ダイヤ入りりゅうず

ケースサイズ：23.6㎜

GTAW 966
1,485,000 円（税込）

（ 税抜1,350,000 円）

18Kイエローゴールドケース

クロコダイルバンド

GTAW 964
1,485,000 円（税込）

（ 税抜1,350,000 円 ）

18Kピンクゴールドケース

クロコダイルバンド

ダイヤ入りりゅうず

ブルーサファイア入りりゅうず（1個 0.04カラット）

ブルーサファイア入りりゅうず（1個 0.04カラット）

ケースサイズ：23.6㎜

ケースサイズ：23.6㎜

ケースサイズ：23.6㎜

日常生活用防水、年差クオーツ
ダイヤモンド合計 24個 0.25カラット

日常生活用防水、年差クオーツ
ダイヤモンド合計 24個 0.25カラット
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GSAS 932
1,045,000 円（税込）
（ 税抜950,000 円 ）

ステンレス・18Kピンクゴールドケース・バンド

ブルーサファイア入りりゅうず（1個 0.04カラット）
日常生活用防水、年差クオーツ
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ダイヤモンド 35個

0.24カラット

ケースサイズ：27.0㎜

GSAS 930
770,000 円（税込）

（ 税抜700,000 円 ）

GSAS 938
440,000 円（税込）

（ 税抜400,000 円 ）

ステンレス・18Kピンクゴールドケース・バンド

ステンレス・18Kピンクゴールドケース

日常生活用防水、年差クオーツ

ブルーサファイア入りりゅうず（1個 0.04カラット）

ブルーサファイア入りりゅうず（1個 0.04カラット）
ケースサイズ：27.0㎜

ステンレスバンド

日常生活用防水、年差クオーツ
ケースサイズ：27.0㎜

GSAS 943
605,000 円（税込）

（ 税抜550,000 円 ）

ステンレスケース・バンド

ブルーサファイア入りりゅうず（1個 0.04カラット）
日常生活用防水、年差クオーツ

ダイヤモンド 35個

0.24カラット

ケースサイズ：27.0㎜

GSAS 941
605,000 円（税込）

（ 税抜550,000 円 ）

ステンレスケース・バンド

ブルーサファイア入りりゅうず（1個 0.04カラット）
日常生活用防水、年差クオーツ

ダイヤモンド 35個

0.24カラット

ケースサイズ：27.0㎜

GSAS 935
385,000 円（税込）

（ 税抜350,000 円）

ステンレスケース・バンド

ブルーサファイア入りりゅうず（1個 0.04カラット）
日常生活用防水、年差クオーツ

ダイヤモンド 11個

0.07カラット

ケースサイズ：27.0㎜

GSAS 939
330,000 円（税込）

（ 税抜300,000 円 ）

ステンレスケース・バンド

ブルーサファイア入りりゅうず（1個 0.04カラット）
日常生活用防水、年差クオーツ
ケースサイズ：27.0㎜
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Mechanical

セットバンド

GSAS 928
693,000 円（税込）

（ 税抜630,000 円 ）

ステンレス・18Kピンクゴールドケース、クロコダイルバンド
ブルーサファイア入りりゅうず（1個 0.04カラット）
日常生活用防水、年差クオーツ
ダイヤモンド合計 24個 0.17カラット
ケースサイズ：27.0㎜

簡易着脱レバー式バンド、セットバンドつき
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セットバンド

GSAS 927
583,000 円（税込）

（ 税抜530,000 円 ）

セットバンド

GSAS 926
528,000 円（税込）

（ 税抜480,000 円 ）

ステンレスケース、クロコダイルバンド

ステンレス・18Kピンクゴールドケース、クロコダイルバンド

日常生活用防水、年差クオーツ
ダイヤモンド合計 24個 0.17カラット

日常生活用防水、年差クオーツ
ダイヤモンド 11個 0.07カラット

ブルーサファイア入りりゅうず（1個 0.04カラット）

ケースサイズ：27.0㎜

簡易着脱レバー式バンド、セットバンドつき

簡易着脱レバー式バンドを採用。工具を使わずワンタッチで簡単に、ご自身でバンドの付け替えが可能です。

ブルーサファイア入りりゅうず（1個 0.04カラット）

ケースサイズ：27.0㎜

簡易着脱レバー式バンド、セットバンドつき

GSCE 997
990,000 円（税込）

（ 税抜900,000 円 ）

ステンレスケース・バンド

ブルーサファイア入りりゅうず（1個 0.04カラット）
日常生活用防水、メカニカル
（自動巻）
ダイヤモンド 26個

0.22カラット

ケースサイズ：29.3㎜

GSCE 995
715,000 円（税込）

（ 税抜650,000 円）

ステンレスケース・バンド

ブルーサファイア入りりゅうず（1個 0.04カラット）
日常生活用防水、メカニカル
（自動巻）
ダイヤモンド 10個

0.07カラット

ケースサイズ：29.3㎜
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Mechanical

GCCD 991
638,000 円（税込）

（ 税抜580,000 円 ）

ステンレスケース・バンド

日常生活用防水、メカニカル（自動巻）
ケースサイズ：38.5㎜

GCCD 989
583,000 円（税込）

（ 税抜530,000 円）

ステンレスケース、クロコダイルバンド

日常生活用防水、メカニカル（自動巻）
ケースサイズ：38.5㎜
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Spring Drive

Limited Edition
限定本数 120本

GCLH 975
1,320,000 円（税込）

（ 税抜1,200,000 円 ）

ステンレスケース、クロコダイルバンド

日常生活用防水、スプリングドライブ（手巻）
ケースサイズ：39.3㎜
セットバンドつき

GCLH 979
880,000 円（税込）

（ 税抜800,000 円）

ステンレスケース・バンド

日常生活用防水、スプリングドライブ（手巻）
ケースサイズ：39.3㎜

GCLH 977
825,000 円（税込）

（ 税抜750,000 円 ）

ステンレスケース、クロコダイルバンド

日常生活用防水、スプリングドライブ（手巻）
ケースサイズ：39.3㎜
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GCAR 970
1,100,000 円（税込）

（ 税抜1,000,000 円 ）

ステンレス・18Kピンクゴールドケース・バンド
日常生活用防水、年差クオーツ
ケースサイズ：38.0㎜
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GCAR 979
385,000 円（税込）

（ 税抜350,000 円 ）

ステンレスケース・バンド

日常生活用防水、年差クオーツ
ケースサイズ：38.0㎜

GCAR 977
385,000 円（税込）

（ 税抜350,000 円 ）

GCAR 975
330,000 円（税込）

（ 税抜300,000 円 ）

ステンレスケース・バンド

ステンレスケース、クロコダイルバンド

ケースサイズ：38.0㎜

ケースサイズ：38.0㎜

日常生活用防水、年差クオーツ

日常生活用防水、年差クオーツ

ゴールドやプラチナなどの貴金属や貴石を素材とし、
美しい輝きを放つラグジュアリーウオッチのシリーズ。
JU R （
I ジュリ）は、宝石を意味する漢字の
「珠」と
「璃」を組み合わせた造語です。

GTTE 557
3,300,000 円（税込）

（ 税抜3,000,000 円 ）

（ 税抜2,900,000 円 ）

GTTE 579
3,300,000 円（税込）

（ 税抜3,000,000 円 ）

GTTE 576
3,190,000 円（税込）

（ 税抜2,900,000 円 ）

GTTE 547
2,970,000 円（税込）

（ 税抜2,700,000 円 ）

GTTE 546
2,860,000 円（税込）

（ 税抜2,600,000 円 ）

GTTE 543
1,870,000 円（税込）

（ 税抜1,700,000 円 ）

GTTE 542
1,760,000 円（税込）

（ 税抜1,600,000 円）

18Kホワイトゴールドケース・バンド

18Kイエローゴールドケース・バンド

18Kホワイトゴールドケース・バンド

18Kピンクゴールドケース・バンド

18Kホワイトゴールドケース・バンド、白蝶貝ダイヤル

18Kイエローゴールドケース・バンド、白蝶貝ダイヤル

18Kホワイトゴールドケース、クロコダイルバンド

18Kイエローゴールドケース、クロコダイルバンド

日常生活用防水、クオーツ

日常生活用防水、クオーツ

日常生活用防水、クオーツ

日常生活用防水、クオーツ

ダイヤモンド 69個（りゅうず部含む） 0.73カラット

ダイヤモンド 69個（りゅうず部含む） 0.73カラット

ダイヤモンド 69個（りゅうず部含む） 0.73カラット

ダイヤモンド 69個（りゅうず部含む） 0.73カラット

白蝶貝ダイヤル

26

GTTE 556
3,190,000 円（税込）

ダイヤモンド 17個（りゅうず部含む） 1.26カラット
ケースサイズ：縦 22.8㎜、横20.3㎜

白蝶貝ダイヤル

ダイヤモンド 17個（りゅうず部含む） 1.26カラット
ケースサイズ：縦 22.8 ㎜、横20.3 ㎜

白蝶貝ダイヤル

ダイヤモンド 23個（りゅうず部含む） 1.13カラット
ケースサイズ：縦 22.4 ㎜、横18.0 ㎜

白蝶貝ダイヤル

ダイヤモンド 23個（りゅうず部含む） 1.13カラット
ケースサイズ：縦 22.4 ㎜、横18.0 ㎜

日常生活用防水、クオーツ

ケースサイズ：縦 26.8㎜、横19.0 ㎜

日常生活用防水、クオーツ

ケースサイズ：縦 26.8㎜、横19.0 ㎜

日常生活用防水、クオーツ

ケースサイズ：縦 26.8㎜、横19.0 ㎜

日常生活用防水、クオーツ

ケースサイズ：縦 26.8㎜、横19.0 ㎜
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GTTE 683
2,530,000 円（税込）

（ 税抜2,300,000 円 ）

（ 税抜2,200,000 円 ）

GTWE 889
2,145,000 円（税込）

（ 税抜1,950,000 円 ）

GTWE 888
2,035,000 円（税込）

（ 税抜1,850,000 円 ）

18Kホワイトゴールドケース・バンド

18Kイエローゴールドケース・バンド

18Kホワイトゴールドケース・バンド

18Kイエローゴールドケース・バンド

ダイヤモンド 81個（りゅうず部含む） 0.71カラット

ダイヤモンド 81個（りゅうず部含む） 0.71カラット

ダイヤモンド 25個（りゅうず部含む） 0.43カラット

ダイヤモンド 25個（りゅうず部含む） 0.43カラット

日常生活用防水、クオーツ
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GTTE 684
2,420,000 円（税込）

ケースサイズ：縦 31.0 ㎜、横20.0 ㎜

日常生活用防水、クオーツ

ケースサイズ：縦 31.0 ㎜、横20.0 ㎜

日常生活用防水、クオーツ

ケースサイズ：縦 25.1 ㎜、横22.5 ㎜

日常生活用防水、クオーツ

ケースサイズ：縦 25.1 ㎜、横22.5 ㎜

GTTE 619
2,035,000 円（税込）

（ 税抜1,850,000 円 ）

18Kホワイトゴールドケース・バンド
白蝶貝ダイヤル

日常生活用防水、クオーツ
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ダイヤモンド 25個（りゅうず部含む） 0.59カラット
ケースサイズ：縦 22.4 ㎜、横19.7 ㎜

GTTE 618
1,925,000 円（税込）

（ 税抜1,750,000 円 ）

18Kイエローゴールドケース・バンド
白蝶貝ダイヤル

日常生活用防水、クオーツ

ダイヤモンド 25個（りゅうず部含む） 0.59カラット
ケースサイズ：縦 22.4 ㎜、横19.7 ㎜

GTTE 613
1,595,000 円（税込）

（ 税抜1,450,000 円 ）

18Kホワイトゴールドケース・バンド
白蝶貝ダイヤル

日常生活用防水、クオーツ

ケースサイズ：縦 21.8 ㎜、横19.2 ㎜

GTTE 612
1,485,000 円（税込）

GBAT 945
4,950,000 円（税込）

GBAT 943
4,510,000 円（税込）

GBAT 949
3,520,000 円（税込）

（ 税抜1,350,000 円 ）

（ 税抜4,500,000 円 ）

（ 税抜4,100,000 円 ）

（ 税抜3,200,000 円 ）

白蝶貝ダイヤル

プラチナ950（一部プラチナ850）バンド

プラチナ950（一部プラチナ850）バンド

プラチナ950（一部プラチナ850）バンド

ダイヤモンド 87個（りゅうず部含む） 1.28カラット

ダイヤモンド 43個（りゅうず部含む） 1.11カラット

ケースサイズ：33.7 ㎜

18Kイエローゴールドケース・バンド
日常生活用防水、クオーツ

ケースサイズ：縦 21.8 ㎜、横19.2 ㎜

プラチナ950ケース

白蝶貝入りダイヤル

日常生活用防水、年差クオーツ

ケースサイズ：縦 32.0 ㎜、横31.5 ㎜

プラチナ950ケース

日常生活用防水、年差クオーツ

ケースサイズ：縦 32.0 ㎜、横31.5 ㎜

プラチナ950ケース

日常生活用防水、年差クオーツ
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指示待ち

GBBF 899
7,370,000 円（税込）

（ 税抜6,700,000 円 ）

GBBF 898
7,040,000 円（税込）

（ 税抜6,400,000 円 ）

18Kホワイトゴールドケース・バンド

18Kイエローゴールドケース・バンド

ダイヤモンド 61個（りゅうず部含む）1.19カラット

ダイヤモンド 65個（りゅうず部含む）1.22カラット

日常生活用防水、年差クオーツ

ブルーサファイア 4個 0.03カラット
ケースサイズ：縦 34.6㎜、横27.5㎜

日常生活用防水、年差クオーツ

ケースサイズ：縦 34.6㎜、横27.5㎜
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GBAT 039
3,080,000 円（税込）

（ 税抜2,800,000 円 ）

（ 税抜2,150,000 円 ）

18Kホワイトゴールドケース・バンド

18Kホワイトゴールドケース・バンド

ダイヤモンド 53個（りゅうず部含む） 0.55カラット

ダイヤモンド 41個（りゅうず部含む） 0.28カラット
ケースサイズ：25.9 ㎜

日常生活用防水、年差クオーツ
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GTAW 039
2,365,000 円（税込）

ケースサイズ：36.7㎜

日常生活用防水、年差クオーツ

GBAR 022
2,420,000 円（税込）

（ 税抜2,200,000 円 ）

18Kイエローゴールドケース・バンド
日常生活用防水、年差クオーツ
ケースサイズ：36.1 ㎜

GTAS 022
1,815,000 円（税込）

（ 税抜1,650,000 円 ）

18Kイエローゴールドケース・バンド
日常生活用防水、年差クオーツ
ケースサイズ：25.1 ㎜

GBBF 903
2,090,000 円（税込）

（ 税抜1,900,000 円 ）

GTWE 903
1,595,000 円（税込）

（ 税抜1,450,000 円 ）

GBBF 902
1,980,000 円（税込）

（ 税抜1,800,000 円 ）

GTWE 902
1,485,000 円（税込）

（ 税抜1,350,000 円 ）

18Kホワイトゴールドケース・バンド

18Kホワイトゴールドケース・バンド

18Kイエローゴールドケース・バンド

18Kイエローゴールドケース・バンド

ケースサイズ：縦 34.9 ㎜、横26.0 ㎜

ケースサイズ：縦 27.6 ㎜、横18.4 ㎜

ケースサイズ：縦 34.9 ㎜、横26.0 ㎜

ケースサイズ：縦 27.6 ㎜、横18.4 ㎜

日常生活用防水、年差クオーツ

日常生活用防水、クオーツ

日常生活用防水、年差クオーツ

日常生活用防水、クオーツ
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日常からドレスアップまで幅広いシーンを彩る
個性豊かなエレガントウオッチのシリーズ。
「記号・しるし」を意味するSIGNO（シグノ）の名に相応しく、
身に着ける人の品格を印象づけるウオッチです。

Mechanical

Mechanical

GBBD 961
4,840,000 円（税込）

（ 税抜4,400,000 円 ）

（ 税抜3,400,000 円 ）

GBBD 985
2,750,000 円（税込）

（ 税抜2,500,000 円 ）

GBBD 986
2,255,000 円（税込）

（ 税抜2,050,000 円 ）

18Kホワイトゴールドケース、クロコダイルバンド

プラチナ950ケース、クロコダイルバンド

プラチナ950ケース、クロコダイルバンド

18Kイエローゴールドケース、クロコダイルバンド

日常生活用防水、メカニカル（手巻）

ケースサイズ：縦41.6㎜、横33.6㎜

ケースサイズ：34.7 ㎜

ケースサイズ：34.7 ㎜

桜：白蝶貝
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GBBD 981
3,740,000 円（税込）

ケースサイズ：38.0㎜

日常生活用防水、メカニカル
（手巻）

日常生活用防水、メカニカル
（手巻）

日常生活用防水、メカニカル
（手巻）
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Mechanical

GBAQ 961
2,090,000 円（税込）

（ 税抜1,900,000 円 ）

GBAQ 971
1,540,000 円（税込）

（ 税抜1,400,000 円 ）

GBAQ 970
1,430,000 円（税込）

（ 税抜1,300,000 円 ）

GCBE 993
935,000 円（税込）

（ 税抜850,000 円 ）

GTBE 996
2,310,000 円（税込）

（ 税抜2,100,000 円）

GSBE 999
1,375,000 円（税込）

（ 税抜1,250,000 円 ）

18Kホワイトゴールドケース、クロコダイルバンド

18Kホワイトゴールドケース、クロコダイルバンド

18Kピンクゴールドケース、クロコダイルバンド

ステンレスケース、クロコダイルバンド

18Kピンクゴールドケース、クロコダイルバンド

ステンレスケース、クロコダイルバンド

ケースサイズ：36.6 ㎜

ケースサイズ：36.6 ㎜

ケースサイズ：36.6 ㎜

日常生活用防水、メカニカル
（手巻）

日常生活用防水、メカニカル
（手巻）

ダイヤモンド 56個 0.39カラット

エナメルダイヤル、日常生活用防水、メカニカル（手巻）
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Mechanical

日常生活用防水、メカニカル（手巻）

日常生活用防水、メカニカル
（手巻）

漆（螺鈿・蒔絵入り）ダイヤル
ケースサイズ：37.0 ㎜

白蝶貝ダイヤル

ダイヤモンド 66個 0.43カラット
ケースサイズ：30.0 ㎜

日常生活用防水、メカニカル
（手巻）
ケースサイズ：30.0 ㎜
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Masterpieces

Spring Drive

Spring Drive

Masterpieces

純白の磁器ダイヤル

ダイヤルは信州に降り積もる雪をイメージ
した純白の磁器製。そこに、特別に調合
された絵具で、
アワーマークとクレドールの
ロゴ マークが 一 点 一 点 手 描きされ て
います。

磨き上げられたムーブメント

叡智Ⅱ
叡智Ⅱは、セイコーエプソン内にあるマイクロアーティスト工房で製造されています。
卓越した匠の技と先進技術を惜しみなく注ぎ込んだ特別なモデルです。

GBLT 999
6,600,000 円（税込）

（ 税抜6,000,000 円 ）

GBLT 998
4,950,000 円（税込）

（ 税抜4,500,000 円 ）

プラチナ950ケース、クロコダイルバンド

18Kピンクゴールドケース、クロコダイルバンド

スプリングドライブ
（手巻）

スプリングドライブ
（手巻）

磁器ダイヤル、日常生活用防水
ケースサイズ：39.0㎜

磁器ダイヤル、日常生活用防水
ケースサイズ：39.0㎜

キャリバー 7R14 は、地板や受け、歯車、
ねじなど、職 人の手 作 業で丁 寧に磨き
上げることで、美しさに加え、基本性能、
耐久性、操作性を高めています。
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Spring Drive

GBLP 997
2,310,000 円（税込）

（ 税抜2,100,000 円 ）

（ 税抜2,000,000 円 ）

18Kホワイトゴールドケース、クロコダイルバンド

18Kピンクゴールドケース、クロコダイルバンド

ケースサイズ：38.0㎜

ケースサイズ：38.0㎜

日常生活用防水、スプリングドライブ
（手巻）
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GBLP 996
2,200,000 円（税込）

日常生活用防水、スプリングドライブ
（手巻）

GCLP 995
869,000 円（税込）

（ 税抜790,000 円 ）

ステンレスケース・バンド

日常生活用防水、スプリングドライブ
（手巻）
ケースサイズ：38.0㎜

GCLP 993
792,000 円（税込）

GCAR 967
572,000 円（税込）

（ 税抜720,000 円 ）

（ 税抜520,000 円 ）

日常生活用防水、スプリングドライブ
（手巻）

ステンレス・18Kイエローゴールドバンド

ステンレスケース、クロコダイルバンド
ケースサイズ：38.0㎜

ステンレスケース

日常生活用防水、年差クオーツ
ケースサイズ：37.0㎜

GCAR 973
374,000 円（税込）

（ 税抜340,000 円 ）

ステンレスケース・バンド

日常生活用防水、年差クオーツ
ケースサイズ：37.0㎜

GCAR 971
374,000 円（税込）

（ 税抜340,000 円 ）

ステンレスケース・バンド

日常生活用防水、年差クオーツ
ケースサイズ：37.0㎜
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Mechanical

Limited Edition

Limited Edition

GCCD 985
1,100,000 円（税込）

GCCD 987
1,100,000 円（税込）

限定本数 45本

（ 税抜1,000,000 円 ）

ステンレスケース・バンド

限定本数 45本

（ 税抜1,000,000 円）

ステンレスケース・バンド

GCCD 997
737,000 円（税込）

（ 税抜670,000 円）

ステンレスケース・バンド

GCCD 995
737,000 円（税込）

（ 税抜670,000 円）

ステンレスケース・バンド

日常生活用強化防水
（10気圧）、メカニカル
（自動巻）

日常生活用強化防水
（10気圧）
、メカニカル
（自動巻）

日常生活用強化防水
（10気圧）

日常生活用強化防水
（10気圧）

ダイヤモンド 2個 0.15カラット

ダイヤモンド 2個 0.15カラット

ケースサイズ：縦47.1㎜、横36.8㎜

ケースサイズ：縦47.1㎜、横36.8㎜

ケースサイズ：縦47.1㎜、横36.8㎜
セットバンドつき

ケースサイズ：縦47.1㎜、横36.8㎜
セットバンドつき

メカニカル
（自動巻）

メカニカル
（自動巻）
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Limited Edition

Limited Edition

GSTE 819
1,210,000 円（税込）

GSTE 817
1,650,000 円（税込）

限定本数 40本

GSTE 827
990,000 円（税込）

GSTE 829
990,000 円（税込）

（ 税抜900,000 円 ）

（ 税抜900,000 円）

（ 税抜1,100,000 円）

ステンレスケース・バンド

ステンレスケース・バンド

日常生活用防水、クオーツ

日常生活用防水、クオーツ

白蝶貝ダイヤル

ダイヤモンド 19個
（りゅうず部含む）

0.95カラット

ケースサイズ：縦 24.1 ㎜、横20.7㎜

ステンレスケース・バンド

白蝶貝ダイヤル

ダイヤモンド 19個
（りゅうず部含む）

0.95カラット

ケースサイズ：縦 24.1 ㎜、横20.7㎜

オニキスダイヤル、ダイヤ入りりゅうず
日常生活用防水、クオーツ

ダイヤモンド 19個

0.95カラット

ケースサイズ：縦 24.1 ㎜、横20.7㎜

限定本数 30本

（ 税抜1,500,000 円 ）

ステンレスケース・バンド

珊瑚ダイヤル、ダイヤ入りりゅうず
日常生活用防水、クオーツ

ダイヤモンド 19個

0.95カラット

ケースサイズ：縦 24.1 ㎜、横20.7㎜
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GSTE 823
803,000 円（税込）

（ 税抜730,000 円 ）

ステンレスケース・バンド、ピクウェダイヤル

（白蝶貝・24K・18Kピンクゴールド・18Kグリーンゴールド）
日常生活用防水、クオーツ
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ダイヤモンド 24個

0.53カラット

ケースサイズ：22.8 ㎜

GSTE 849
572,000 円（税込）

（ 税抜520,000 円 ）

ステンレスケース・バンド、白蝶貝ダイヤル
日常生活用防水、クオーツ

ダイヤモンド 24個

0.53カラット

ケースサイズ：22.8 ㎜

GSTE 843
594,000 円（税込）

（ 税抜540,000 円 ）

ステンレスケース・バンド、ピクウェダイヤル

（白蝶貝・Pt1000・24K・18Kグリーンゴールド）
日常生活用防水、クオーツ

ダイヤモンド 28個

0.30カラット

ケースサイズ：縦 24.8 ㎜、横19.8 ㎜

GSTE 917
407,000 円（税込）

（ 税抜370,000 円 ）

ステンレスケース・バンド、白蝶貝ダイヤル
日常生活用防水、クオーツ

ダイヤモンド 28個

0.30カラット

ケースサイズ：縦 24.8 ㎜、横19.8 ㎜

GSTE 815
583,000 円（税込）

（ 税抜530,000 円 ）

GSTE 813
583,000 円（税込）

（ 税抜530,000 円 ）

GSTE 889
374,000 円（税込）

（ 税抜340,000 円 ）

GSTE 887
374,000 円（税込）

（ 税抜340,000 円 ）

ステンレスケース・バンド

ステンレスケース・バンド

ステンレスケース・バンド、白蝶貝ダイヤル

ステンレスケース・バンド、白蝶貝ダイヤル

日常生活用防水、クオーツ

日常生活用防水、クオーツ

日常生活用防水、クオーツ

日常生活用防水、クオーツ

オニキス入りりゅうず

ダイヤモンド 32個

0.41カラット

ケースサイズ：縦 22.6 ㎜、横19.6㎜

オニキス入りりゅうず

ダイヤモンド 32個

0.41カラット

ケースサイズ：縦 22.6 ㎜、横19.6㎜

オニキス入りりゅうず

ダイヤモンド 18個

0.16カラット

ケースサイズ：縦 22.6 ㎜、横18.9 ㎜

オニキス入りりゅうず

ダイヤモンド 18個

0.16カラット

ケースサイズ：縦 22.6 ㎜、横18.9 ㎜
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GSAW 983
528,000 円（税込）

（ 税抜480,000 円 ）

（ 税抜440,000 円 ）

ステンレスケース・バンド、白蝶貝ダイヤル

ステンレスケース・バンド

日常生活用防水、年差クオーツ

日常生活用防水、年差クオーツ

オニキス入りりゅうず
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GSAW 979
484,000 円（税込）

ダイヤモンド 35個

0.32カラット

ケースサイズ：縦 23.1 ㎜、横23.2㎜

オニキス入りりゅうず

ダイヤモンド 24個

0.25カラット

ケースサイズ：縦 23.1 ㎜、横23.2㎜

GSTE 927
308,000 円（税込）

（ 税抜280,000 円 ）

ステンレスケース・バンド、白蝶貝ダイヤル
日常生活用防水、クオーツ

ダイヤモンド 12個

0.04カラット

ケースサイズ：縦 27.1 ㎜、横20.9 ㎜

GSTE 931
297,000 円（税込）

（ 税抜270,000 円 ）

ステンレスケース・バンド

日常生活用防水、クオーツ

ダイヤモンド 12個

0.04カラット

ケースサイズ：縦 27.1 ㎜、横20.9 ㎜

GSWE 946
418,000 円（税込）

（ 税抜380,000 円 ）

GSWE 942
374,000 円（税込）

（ 税抜340,000 円 ）

ステンレス・18Kピンクゴールドケース、ステンレスバンド

ステンレス・18Kイエローゴールドケース、ステンレスバンド

日常生活用防水、クオーツ

日常生活用防水、クオーツ

白蝶貝ダイヤル、オニキス入りりゅうず
ダイヤモンド 31個

0.18カラット

ケースサイズ：縦 22.5 ㎜、横21.4 ㎜

白蝶貝入りダイヤル、オニキス入りりゅうず
ダイヤモンド 20個

0.14カラット

ケースサイズ：縦 22.5 ㎜、横21.4 ㎜

GSAW 997
319,000 円（税込）

（ 税抜290,000 円 ）

ステンレスケース・バンド、白蝶貝ダイヤル
日常生活用防水、年差クオーツ

ダイヤモンド 16個

0.06カラット

ケースサイズ：23.0 ㎜
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New

GSTE 809
660,000 円（税込）

（ 税抜600,000 円 ）

ステンレスケース・バンド、白蝶貝ダイヤル
日常生活用防水、クオーツ

ダイヤモンド 27個

0.59カラット

ケースサイズ：縦 17.8㎜、横18.2㎜
＜6月発売予定＞

New

GSTE 807
660,000 円（税込）

（ 税抜600,000 円 ）

ステンレスケース・バンド、白蝶貝ダイヤル
日常生活用防水、クオーツ

ダイヤモンド 27個

0.59カラット

ケースサイズ：縦 17.8㎜、横18.2㎜
＜6月発売予定＞

GSTE 969
594,000 円（税込）

（ 税抜540,000 円 ）

ステンレスケース・バンド、白蝶貝ダイヤル
日常生活用防水、クオーツ

ダイヤモンド 27個

0.53カラット

ケースサイズ：19.4㎜

GSTE 967
550,000 円（税込）

（ 税抜500,000 円 ）

ステンレスケース・バンド

日常生活用防水、クオーツ

ダイヤモンド 16個

0.49カラット

ケースサイズ：19.4㎜
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GBAR 012
682,000 円（税込）

（ 税抜620,000 円 ）

（ 税抜510,000 円 ）

GBAR 016
682,000 円（税込）

（ 税抜620,000 円 ）

GTAS 016
561,000 円（税込）

（ 税抜510,000 円 ）

GCAZ 054
297,000 円（税込）

（ 税抜270,000 円 ）

GSBA 054
286,000 円（税込）

（ 税抜260,000 円 ）

GSAS 946
363,000 円（税込）

（ 税抜330,000 円 ）

18Kイエローゴールドケース、クロコダイルバンド

18Kイエローゴールドケース、クロコダイルバンド

18Kピンクゴールドケース、クロコダイルバンド

18Kピンクゴールドケース、クロコダイルバンド

ステンレス・18Kイエローゴールドケース

ステンレス・18Kイエローゴールドケース

ステンレス・18Kピンクゴールドケース

ケースサイズ：34.8 ㎜

ケースサイズ：25.8 ㎜

ケースサイズ：34.8 ㎜

ケースサイズ：25.8 ㎜

日常生活用強化防水
（10気圧）
、年差クオーツ

日常生活用強化防水
（10気圧）
、年差クオーツ

日常生活用強化防水
（10気圧）
、年差クオーツ

日常生活用防水、年差クオーツ

56

GTAS 012
561,000 円（税込）

日常生活用防水、年差クオーツ

日常生活用防水、年差クオーツ

日常生活用防水、年差クオーツ

ステンレスバンド

ケースサイズ：35.0 ㎜

ステンレスバンド

ケースサイズ：25.3 ㎜

ステンレスバンド、白蝶貝ダイヤル
ダイヤモンド 22個

0.08カラット

ケースサイズ：25.3㎜

GSAS 945
297,000 円（税込）

（ 税抜270,000 円 ）

ステンレスケース・バンド、白蝶貝ダイヤル

日常生活用強化防水
（10気圧）
、年差クオーツ
ダイヤモンド 22個

0.08カラット

ケースサイズ：25.3㎜
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永くご愛用いただくためには定期的なメンテナンスをお勧めします。

20.04.SE

ここに掲載されている年差クオーツの精度は、年差±10秒です。
ガラスはすべてサファイアガラスを使用しています。
ケースサイズは、丸型のケースはりゅうずを含まない外径、その他の形状のケースは縦（ケース足の先を含む全長）、横（りゅうず・ボタンおよびそのガードを含まない総幅）のサイズを表示しています。
2年間のメーカー保証つきですので、お買い上げ後に別途お送りします保証書を必ずご確認ください。
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。
掲載商品は耐磁時計です。「耐磁」は、日常生活において、磁界を発生する機器に5cmまで近づけてもほとんどの場合性能を維持できる耐磁性保証水準で、JIS1種の耐磁性能を表しています。
メーカー在庫僅少のため品切れの場合がありますので、ご了承ください。
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。また、予告なく仕様および価格を変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
掲載商品の写真は原則として実物大となっています。
この印刷物の無断転載を禁じます（インターネット告知など）。
掲載商品の価格は、2020年4月現在のメーカー希望小売価格です。
掲載のスプリングドライブ、メカニカル商品はエコマーク対象商品です。
［06 134 004］スプリングドライブ
［06 134 007］メカニカル
［エコマーク商品］
エコマーク商品とは、公益財団法人 日本環境協会が環境保全に役立つと認めた商品です。
環境への負荷の低減に配慮しています。
エコマークの下段の枠内の表示は環境保全上の効果を表しています。
「エコマーク認定番号」は機能ごとに決められています。

クレドールお取扱店舗はクレドール公式サイトでご確認ください。 www.credor.com
掲載商品についてのお問い合わせは、お客様相談室まで。 0120-302-617（通話料無料）
受付時間（月曜〜金曜）9：30〜21：00、（土曜・日曜・祝日）9：30〜17：30／携帯電話・PHSからもご利用可能です。
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