
          

          

          

          

          

●＝紳士用 ●＝婦人用  20気圧＝水仕事とスポーツ防水  10気圧＝水仕事とスポーツ防水  5気圧＝日常生活用強化防水  生活防水＝日常生活用防水 

腕時計 腕時計 ソルディ・エルマーノ 
オレオール クロトン クロトン 

クロトン 

RT-132L-3 

￥特 価￥ 
 

      防水=10気圧 

   ケース=ステンレス 

   バンド=ステンレス 

   ガラス=クリスタル 

  文字板=白蝶貝 

● 

● 

クロトン 

RT-145L-4 

￥特 価￥ 
 

      防水=10気圧 

   ケース=ステンレス 

   バンド=ステンレス 

   ガラス=クリスタル 

  文字板=白蝶貝 

クロトン 

RT-144M-5 

￥特 価￥ 
 

      防水=10気圧 

   ケース=ステンレス 

   バンド=ステンレス 

   ガラス=クリスタル 

  文字板=白 

● 

     オレオール 

   スポーツ 

SW-416M-6 

￥特 価￥ 
 

      防水=20気圧 

   ケース=ステンレス 

   バンド=ステンレス 

   ガラス=クリスタル 

● 

10年 

電池 
     オレオール 

   スポーツ 

SW-416M-1 

￥特 価￥ 
 

      防水=20気圧 

   ケース=ステンレス 

   バンド=ステンレス 

   ガラス=クリスタル 

● 

10年 

電池 

● 

クロトン 

RT-139M-1 

￥特 価￥ 
 

      防水=10気圧 

   ケース=チタン 

   バンド=チタン 

   ガラス=クリスタル 

  文字板=黒 

クロトン 

RT-139M-3 

￥特 価￥ 
 

      防水=10気圧 

   ケース=チタン 

   バンド=チタン 

   ガラス=クリスタル 

  文字板=白 

● 

● 

クロトン 

RT-144M-4 

￥特 価￥ 
 

      防水=10気圧 

   ケース=ステンレス 

   バンド=ステンレス 

   ガラス=クリスタル 

  文字板=黒 

● 

クロトン 

RT-144M-1 

￥特 価￥ 
 

      防水=10気圧 

   ケース=ステンレス 

   バンド=牛革 

   ガラス=クリスタル 

  文字板=黒 

● 

クロトン 

RT-139M-4 

￥特 価￥ 
 

      防水=10気圧 

   ケース=チタン 

   バンド=チタン 

   ガラス=クリスタル 

  文字板=白 

● 

クロトン 

RT-144M-3 

￥特 価￥ 
 

      防水=10気圧 

   ケース=ステンレス 

   バンド=牛革 

   ガラス=クリスタル 

  文字板=白 

● 

クロトン 

RT-143M-1 

￥特 価￥ 
 

      防水=5気圧 

   ケース=ステンレス 

   バンド=ステンレス 

   ガラス=クリスタル 

  文字板=黒 

クロトン 

RT-143M-3 

￥特 価￥ 
 

      防水=5気圧 

   ケース=ステンレス 

   バンド=ステンレス 

   ガラス=クリスタル 

  文字板=白 

● 

● 

クロトン 

RT-145L-3 

￥特 価￥ 
 

      防水=10気圧 

   ケース=ステンレス 

   バンド=ステンレス 

   ガラス=クリスタル 

  文字板=白蝶貝 

クロトン 

RT-148M-1 

￥特 価￥ 
 

      防水=生活防水 

   ケース=真鍮 

   バンド=ステンレス 

   ガラス=クリスタル 

  文字板=白 

● 

- 

クロトン 

RT-148M-2 

RT-148L  -2 

￥特 価￥ 
 

      防水=生活防水 

   ケース=真鍮 

   バンド=ステンレス 

   ガラス=クリスタル 

● 

● 

クロトン 

RT-148M-7 

￥特 価￥ 
 

      防水=生活防水 

   ケース=真鍮 

   バンド=ステンレス 

   ガラス=クリスタル 

  文字板=黒 

● 

- 

クロトン 

RT-148M-9 

RT-148L  -9 

￥特 価￥ 
 

      防水=生活防水 

   ケース=真鍮 

   バンド=ステンレス 

   ガラス=クリスタル 

● 

● 

クロトン 

RT-144M-B 

￥特 価￥ 
 

      防水=10気圧 

   ケース=ステンレス 

   バンド=牛革型押 

   ガラス=クリスタル 

  文字板=白 

● 

クロトン 

RT-144M-A 

￥特 価￥ 
 

      防水=10気圧 

   ケース=ステンレス 

   バンド=牛革型押 

   ガラス=クリスタル 

  文字板=黒 

● 

クロトン 

RT-156M-1 

￥特 価￥ 
 

      防水=10気圧 

   ケース=ステンレス 

   バンド=ステンレス 

   ガラス=クリスタル 

  文字板=黒 

● 

クロトン 

RT-156M-2 

￥特 価￥ 
 

      防水=10気圧 

   ケース=ステンレス 

   バンド=ステンレス 

   ガラス=クリスタル 

  文字板=薄金 

● 

クロトン 

RT-156M-5 

￥特 価￥ 
 

      防水=10気圧 

   ケース=ステンレス 

   バンド=ステンレス 

   ガラス=クリスタル 

  文字板=青 

● ● 

クロトン 

RT-155L-2 

￥特 価￥ 
 

      防水=生活防水 

   ケース=真鍮 

   バンド=真鍮 

   ガラス=クリスタル 

  文字板=白蝶貝 

● 

クロトン 

RT-155L-4 

￥特 価￥ 
 

      防水=生活防水 

   ケース=真鍮 

   バンド=真鍮 

   ガラス=クリスタル 

  文字板=白蝶貝 

● 

クロトン 

RT-155L-6 

￥特 価￥ 
 

      防水=生活防水 

   ケース=真鍮 

   バンド=真鍮 

   ガラス=クリスタル 

  文字板=白蝶貝 

- 

クロトン 

RT-158M-B 

RT-158L  -B 

￥特 価￥ 
 

      防水=生活防水 

   ケース=ステンレス 

   バンド=牛革型押 

   ガラス=クリスタル 

● 

● 

- 

クロトン 

RT-158M-C 

RT-158L  -C 

￥特 価￥ 
 

      防水=生活防水 

   ケース=ステンレス 

   バンド=ステンレス 

   ガラス=クリスタル 

● 

● 

- 

クロトン 

RT-119M-3 

RT-119L  -3 

￥特 価￥ 
 

      防水=生活防水 

   ケース=真鍮 

   バンド=ステンレス 

   ガラス=クリスタル 

● 

● 

- 

クロトン 

RT-119M-4 

RT-119L  -4 

￥特 価￥ 
 

      防水=生活防水 

   ケース=真鍮 

   バンド=ステンレス 

   ガラス=クリスタル 

● 

● 

- 

クロトン 

RT-126M-1 

RT-126L  -1 

￥特 価￥ 
 

      防水=生活防水 

   ケース=真鍮 

   バンド=ステンレス 

   ガラス=クリスタル 

● 

● 

- 

クロトン 

RT-126M-2 

RT-126L  -2 

￥特 価￥ 
 

      防水=生活防水 

   ケース=真鍮 

   バンド=ステンレス 

   ガラス=クリスタル 

● 

● 

- 

クロトン 

RT-140M-C 

RT-140L  -C 

￥特 価￥ 
 

      防水=10気圧 

   ケース=ステンレス 

   バンド=ステンレス 

   ガラス=クリスタル 

● 

● 

- 

クロトン 

RT-140M-B 

RT-140L  -B 

￥特 価￥ 
 

      防水=10気圧 

   ケース=ステンレス 

   バンド=ステンレス 

   ガラス=クリスタル 

● 

● 

クロトン 

RT-152M-1 

￥特 価￥ 
 

      防水=10気圧 

   ケース=ステンレス 

   バンド=ステンレス 

   ガラス=クリスタル 

  文字板=黒 

● 

クロトン 

RT-152M-3 

￥特 価￥ 
 

      防水=10気圧 

   ケース=ステンレス 

   バンド=ステンレス 

   ガラス=クリスタル 

  文字板=白 

● 

クロトン 

RT-152M-4 

￥特 価￥ 
 

      防水=10気圧 

   ケース=ステンレス 

   バンド=ステンレス 

   ガラス=クリスタル 

  文字板=白 

● 

● 

クロトン 

RT-141L-2 

￥特 価￥ 
 

      防水=生活防水 

   ケース=真鍮 

   バンド=真鍮 

   ガラス=クリスタル 

  文字板= 

● 

クロトン 

RT-141L-3 

￥特 価￥ 
 

      防水=生活防水 

   ケース=真鍮 

   バンド=真鍮 

   ガラス=クリスタル 

  文字板= 

● 

クロトン 

RT-154L-2 

￥特 価￥ 
 

      防水=生活防水 

   ケース=真鍮 

   バンド=真鍮 

   ガラス=クリスタル 

  文字板=白 

クロトン 

RT-159M-1 

￥特 価￥ 
 

      防水=10気圧 

   ケース=ステンレス 

   バンド=牛革 

   ガラス=サファイヤ 

  文字板=黒 

● 

クロトン 

RT-159M-3 

￥特 価￥ 
 

      防水=10気圧 

   ケース=ステンレス 

   バンド=牛革 

   ガラス=サファイヤ 

  文字板=白 

● 

     オレオール 

   スポーツ 

SW-416M-3 

￥特 価￥ 
 

      防水=20気圧 

   ケース=ステンレス 

   バンド=ステンレス 

   ガラス=クリスタル 

● 

10年 

電池 
     オレオール 

   スポーツ 

SW-416M-8 

￥特 価￥ 
 

      防水=20気圧 

   ケース=ステンレス 

   バンド=ステンレス 

   ガラス=クリスタル 

● 

10年 

電池 
     オレオール 

   スポーツ 

SW-416M-9 

￥特 価￥ 
 

      防水=20気圧 

   ケース=ステンレス 

   バンド=ステンレス 

   ガラス=クリスタル 

● 

10年 

電池 
オレオール 

スポーツ 

SW-480M-1 

￥特 価￥ 
 

      防水=10気圧 

   ケース=ステンレス 

   バンド=ステンレス 

   ガラス=クリスタル 

● 

オレオール 

スポーツ 

SW-480M-3 

￥特 価￥ 
 

      防水=10気圧 

   ケース=ステンレス 

   バンド=ステンレス 

   ガラス=クリスタル 

● 

オレオール 

スポーツ 

SW-480M-5 

￥特 価￥ 
 

      防水=10気圧 

   ケース=ステンレス 

   バンド=ステンレス 

   ガラス=クリスタル 

● 

オレオール 

スポーツ 

SW-480M-6 

￥特 価￥ 
 

      防水=10気圧 

   ケース=ステンレス 

   バンド=ステンレス 

   ガラス=クリスタル 

● 

※ 価格は「価格情報」のページをご覧ください。  ●（紳士用） ●（婦人用） 両方のマークが付いている機種はペアウォッチですので紳士、婦人用共にデザインは同じです。 

オレオール 

アクセリーゼ 

SW-497L-2 

￥特 価￥ 
 

      防水=生活防水 

   ケース=ステンレス 

   バンド=ステンレス 

   ガラス=クリスタル 

● 



          

          

          

          

          

- 

オレオール 超鋼 

SW-457M-1 

SW-457L –1 

￥特 価￥ 
 

      防水=生活防水 

   ケース=ステンレス 

   バンド=ステンレス 

   ガラス=サファイヤ 

● 

● 

     オレオール 

   ソーラー 

SW-474M-3 

￥特 価￥ 
 

      防水=10気圧 

   ケース=チタン 

   バンド=チタン 

   ガラス=クリスタル 

● 

太陽 

電池 
     オレオール 

   ソーラー 

SW-485L-2 

￥特 価￥ 
 

      防水=10気圧 

   ケース=ステンレス 

   バンド=ステンレス 

   ガラス=クリスタル 

● 

太陽 

電池 

- 

オレオール ドレス 

SW-488M-3 

SW-488L –3 

￥特 価￥ 
 

    防水=生活防水 

 ケース=ステンレス 

 バンド=ステンレス 

 ガラス=カーブクリスタル 

● 

● 

ソルディ 

エルマーノ 

ES-858LA-3 

￥特 価￥ 
 

      防水=生活防水 

   ケース=ステンレス 

   バンド=ステンレス 

   ガラス=クリスタル 

● 

ソルディ 

エルマーノ 

ES-859LA-3 

￥特 価￥ 
 

      防水=生活防水 

   ケース=ステンレス 

   バンド=ステンレス 

   ガラス=クリスタル 

● 

- 

オレオール 日本製 

SW-363M-2 

SW-363L –2 

￥特 価￥ 
 

      防水=生活防水 

   ケース=真鍮 

   バンド=ステンレス 

   ガラス=サファイヤ 

● 

● 

     オレオール 

     ドレス 

SW-409M-1 

￥特 価￥ 
 

      防水=10気圧 

   ケース=ステンレス 

   バンド=ステンレス 

   ガラス=クリスタル 

● 

10年 

電池 
     オレオール 

     ドレス 

SW-409M-3 

￥特 価￥ 
 

      防水=10気圧 

   ケース=ステンレス 

   バンド=ステンレス 

   ガラス=クリスタル 

● 

10年 

電池 
     オレオール 

     ドレス 

SW-409M-4 

￥特 価￥ 
 

      防水=10気圧 

   ケース=ステンレス 

   バンド=ステンレス 

   ガラス=クリスタル 

● 

10年 

電池 

オレオール 超鋼 

SW-426M-1 

￥特 価￥ 
 

      防水=生活防水 

   ケース=ステンレス 

   バンド=ステンレス 

   ガラス=クリスタル 

  ベゼル=タングステン 

● 

オレオール 超鋼 

SW-426M-2 

￥特 価￥ 
 

      防水=生活防水 

   ケース=ステンレス 

   バンド=ステンレス 

   ガラス=クリスタル 

  ベゼル=タングステン 

● 

- 

オレオール 超鋼 

SW-431M-6 

SW-431L –6 

￥特 価￥ 
 

      防水=生活防水 

   ケース=ステンレス 

   バンド=ステンレス 

   ガラス=サファイヤ 

● 

● 

オレオール レザー 

SW-436M-2 

￥特 価￥ 
 

     防水=生活防水 

  ケース=ステンレス 

  バンド=牛革 

  ガラス=サファイヤ 

  ベゼル=タングステン 

● 

オレオール レザー 

SW-436M-3 

￥特 価￥ 
 

     防水=生活防水 

  ケース=ステンレス 

  バンド=牛革 

  ガラス=サファイヤ 

  ベゼル=タングステン 

● 

     オレオール 

   ソーラー 

SW-449M-1 

￥特 価￥ 
 

      防水=10気圧 

   ケース=チタン 

   バンド=チタン 

   ガラス=クリスタル 

● 

太陽 

電池 
     オレオール 

   ソーラー 

SW-449M-3 

￥特 価￥ 
 

      防水=10気圧 

   ケース=チタン 

   バンド=チタン 

   ガラス=クリスタル 

● 

太陽 

電池 

● 

オレオール レディ 

SW-454L-3 

￥特 価￥ 
 

      防水=生活防水 

   ケース=ステンレス 

   バンド=ステンレス 

   ガラス=クリスタル 

  文字板=白 

● 

オレオール レディ 

SW-454L-4 

￥特 価￥ 
 

      防水=生活防水 

   ケース=ステンレス 

   バンド=ステンレス 

   ガラス=クリスタル 

  文字板=白蝶貝 

- 

オレオール 超鋼 

SW-457M-3 

SW-457L –3 

￥特 価￥ 
 

      防水=生活防水 

   ケース=ステンレス 

   バンド=ステンレス 

   ガラス=サファイヤ 

● 

● 

- 

オレオール 超鋼 

SW-457M-7 

SW-457L -7 

￥特 価￥ 
 

      防水=生活防水 

   ケース=ステンレス 

   バンド=ステンレス 

   ガラス=サファイヤ 

● 

● 

- 

オレオール 超鋼 

SW-457M-8 

SW-457L –8 

￥特 価￥ 
 

      防水=生活防水 

   ケース=ステンレス 

   バンド=ステンレス 

   ガラス=サファイヤ 

● 

● 

オレオール ドレス      

SW-458M-1 

￥特 価￥ 
 

      防水= 

   ケース=ステンレス 

   バンド=ステンレス 

   ガラス=クリスタル 

  文字板=黒 

● 

- 

オレオール ドレス 

SW-458M-3 

SW-458L –3 

￥特 価￥ 
 

    防水=生活防水 

 ケース=ステンレス 

 バンド=ステンレス 

 ガラス=クリスタル 

● 

● 

● 

オレオール レディ 

SW-459L-3 

￥特 価￥ 
 

      防水=生活防水 

   ケース=ステンレス 

   バンド=ステンレス 

   ガラス=クリスタル 

  ベゼル=ジルコニア 

● 

オレオール レディ 

SW-459L-4 

￥特 価￥ 
 

      防水=生活防水 

   ケース=ステンレス 

   バンド=ステンレス 

   ガラス=クリスタル 

  ベゼル=ジルコニア 

- 

オレオール レザー 

SW-467M-2 

SW-467L –2 

￥特 価￥ 
 

    防水=生活防水 

 ケース=ステンレス 

 バンド=本ワニ革 

 ガラス=サファイヤ 

● 

● 

- 

オレオール レザー 

SW-467M-4 

SW-467L –7 

￥特 価￥ 
 

    防水=生活防水 

 ケース=ステンレス 

 バンド=本ワニ革 

 ガラス=サファイヤ 

● 

● 

- 
オレオール レザー 

SW-436L –3 

￥特 価￥ 
 

     防水=生活防水 

  ケース=ステンレス 

  バンド=牛革 

  ガラス=サファイヤ 

  ベゼル=タングステン 

● 

- 
オレオール レザー 

SW-436L –2 

￥特 価￥ 
 

     防水=生活防水 

  ケース=ステンレス 

  バンド=牛革 

  ガラス=サファイヤ 

  ベゼル=タングステン 

● 

オレオール 

オートマチック 

SW-470M-1 

￥特 価￥ 
 

      防水=5気圧 

   ケース=ステンレス 

   バンド=牛革 

   ガラス=クリスタル 

● 

オレオール 

オートマチック 

SW-470M-2 

￥特 価￥ 
 

      防水=5気圧 

   ケース=ステンレス 

   バンド=牛革 

   ガラス=クリスタル 

● 

オレオール 

オートマチック 

SW-470M-3 

￥特 価￥ 
 

      防水=5気圧 

   ケース=ステンレス 

   バンド=牛革 

   ガラス=クリスタル 

● 

     オレオール 

   ソーラー 

SW-474M-1 

￥特 価￥ 
 

      防水=10気圧 

   ケース=チタン 

   バンド=チタン 

   ガラス=クリスタル 

● 

太陽 

電池 
     オレオール 

   ソーラー 

SW-474M-2 

￥特 価￥ 
 

      防水=10気圧 

   ケース=チタン 

   バンド=チタン 

   ガラス=クリスタル 

● 

太陽 

電池 
     オレオール 

   ソーラー 

SW-485L-3 

￥特 価￥ 
 

      防水=10気圧 

   ケース=ステンレス 

   バンド=ステンレス 

   ガラス=クリスタル 

● 

太陽 

電池 
     オレオール 

   ソーラー 

SW-485L-4 

￥特 価￥ 
 

      防水=10気圧 

   ケース=ステンレス 

   バンド=ステンレス 

   ガラス=クリスタル 

● 

太陽 

電池 
     オレオール 

   ソーラー 

SW-482M-1 

￥特 価￥ 
 

      防水=10気圧 

   ケース=ステンレス 

   バンド=ステンレス 

   ガラス=クリスタル 

● 

太陽 

電池 
     オレオール 

   ソーラー 

SW-482M-6 

￥特 価￥ 
 

      防水=10気圧 

   ケース=ステンレス 

   バンド=ステンレス 

   ガラス=クリスタル 

● 

太陽 

電池 

オレオール 超鋼 

SW-477M-1 

￥特 価￥ 
 

      防水=生活防水 

   ケース=ステンレス 

   バンド=ステンレス 

   ガラス=クリスタル 

  ベゼル=タングステン 

● 

オレオール 超鋼 

SW-477M-3 

￥特 価￥ 
 

      防水=生活防水 

   ケース=ステンレス 

   バンド=ステンレス 

   ガラス=クリスタル 

  ベゼル=タングステン 

● 

     オレオール 

    日本製 

SW-478M-2 

￥特 価￥ 
 

      防水=10気圧 

   ケース=ステンレス 

   バンド=ステンレス 

   ガラス=クリスタル 

● 

10年 

電池 
     オレオール 

    日本製 

SW-478M-3 

￥特 価￥ 
 

      防水=10気圧 

   ケース=ステンレス 

   バンド=ステンレス 

   ガラス=クリスタル 

● 

10年 

電池 
     オレオール 

    日本製 

SW-478M-4 

￥特 価￥ 
 

      防水=10気圧 

   ケース=ステンレス 

   バンド=ステンレス 

   ガラス=クリスタル 

● 

10年 

電池 
     オレオール 

    日本製 

SW-479M-3 

￥特 価￥ 
 

      防水=10気圧 

   ケース=ステンレス 

   バンド=ステンレス 

   ガラス=クリスタル 

● 

10年 

電池 

     オレオール 

 セラミック 

SW-481L-3 

￥特 価￥ 
 

      防水=生活防水 

   ケース=ステンレス 

   バンド=セラミック 

   ガラス=サファイヤ 

● 

10年 

電池 
     オレオール 

 セラミック 

SW-481L-6 

￥特 価￥ 
 

      防水=生活防水 

   ケース=ステンレス 

   バンド=セラミック 

   ガラス=サファイヤ 

● 

10年 

電池 
     オレオール 

 セラミック 

SW-481M-4 

￥特 価￥ 
 

      防水=生活防水 

   ケース=ステンレス 

   バンド=セラミック 

   ガラス=サファイヤ 

● 

10年 

電池 
     オレオール 

 セラミック 

SW-481M-5 

￥特 価￥ 
 

      防水=生活防水 

   ケース=ステンレス 

   バンド=セラミック 

   ガラス=サファイヤ 

● 

10年 

電池 

クロトン・オレオール・エルマーノは在庫しておりません。 すべてお取り寄せで４～5日程かかります。 掲載以外にも色違いなどございますのでお問い合わせ下さい。 

- 

オレオール 超鋼 

SW-491M-3 

SW-491L –3 

￥特 価￥ 
 

      防水=生活防水 

   ケース=ステンレス 

   バンド=ステンレス 

   ガラス=サファイヤ 

● 

● 

掲載画像の大きさは各機種のサイズに合わせた正確な比率ではありません。 およその比率で掲載しておりますのでご了承下さい。 印刷の色は実物と若干異なる場合がございます。 
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東京・大塚 


