
ベルトの調整作業について、弊社では受付をしておりません。 ●掲載商品の色調は、一部実物と異なる場合があります。

全品特別価格でご提供。価格は別紙価格表をご覧ください。

FAIR
最先端の品質がチャンスプライスで勢揃い！

カシオ
フェア

2020 WINTER

���������������
110,000円（税込：121,000円）を
メーカー希望小売価格

2
特別価格 で

●ケース・ベゼル材質：チタン　●メタルバンド（チタン）　
●両面無反射コーティングサファイアガラス　●DLC処理（ベゼル部）　
●チタンカーバイト処理　●10気圧防水　●タフソーラー　●電波受信機能　
●モバイルリンク機能　●針位置自動補正機能　●デュアルタイム　
●ストップウオッチ　●バッテリーインジケーター表示　
●パワーセービング機能　●日付・曜日表示　●フルオートカレンダー
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正確な時を刻む、人気の電波腕時計シリーズ

��������������

20,000円
（税込：22,000円）を

メーカー希望小売価格

27

特別価格 で
●ケース・ベゼル材質：樹脂/ステンレス
●メタルバンド（ステンレス）　●5気圧防水　
●タフソーラー　●電波受信機能
●ワールドタイム：世界29都市　
●ストップウオッチ　●タイマー　
●時刻アラーム　●バッテリーインジケーター表示
●パワーセービング機能　●フルオートカレンダー
●12/24時間制表示切替　
●操作音ON/OFF切替機能　●LEDライト
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30,000円
（税込：33,000円）を

メーカー希望小売価格

28

特別価格 で
●ケース・ベゼル材質：樹脂/ステンレス
●メタルバンド（ステンレス）　●10気圧防水
●タフソーラー（ソーラー充電システム）
●電波受信機能　●ワールドタイム：世界29都市
●ストップウオッチ　●タイマー
●時刻アラーム　●パワーセービング機能
●日付・曜日表示　●フルオートカレンダー
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28,000円
（税込：30,800円）を

メーカー希望小売価格

29

特別価格 で
●ケース・ベゼル材質：樹脂/ステンレス
●メタルバンド（ステンレス）　●10気圧防水　
●タフソーラー　●電波受信機能
●ワールドタイム：世界48都市
●ストップウオッチ　●タイマー　●時刻アラーム
●バッテリーインジケーター表示
●パワーセービング機能　●フルオートカレンダー
●12/24時間制表示切替　●LEDライト

特別価格 で

DW-5750E-1JF
11,000円（税込：12,100円）を
メーカー希望小売価格

21

●ケース・ベゼル材質：樹脂　●樹脂バンド　●耐衝撃構造　●20気圧防水
●ストップウオッチ　●タイマー　●時刻アラーム　●フルオートカレンダー
●12/24時間制表示切替　●ELバックライト

特別価格 で

AW-590-1AJF
12,000円（税込：13,200円）を
メーカー希望小売価格

22

●ケース・ベゼル材質：樹脂/ステンレス　●樹脂バンド　●耐衝撃構造
●20気圧防水　●ワールドタイム：世界27都市　●ストップウオッチ
●タイマー　●時刻アラーム　●フルオートカレンダー
●12/24時間制表示切替　●LEDライト

特別価格 で

G-8900A-1JF
13,500円（税込：14,850円）を
メーカー希望小売価格

23

●ケース・ベゼル材質：樹脂/アルミ　●樹脂バンド　●耐衝撃構造
●20気圧防水　●ワールドタイム：世界48都市　●ストップウオッチ
●タイマー　●時刻アラーム　●フルオートカレンダー　●12/24時間制表示切替
●操作音ON/OFF切替機能　●LEDバックライト

特別価格 で

PRW-70Y-1JF
64,000円（税込：70,400円）を
メーカー希望小売価格

24

●ケース・ベゼル材質：樹脂/ステンレス　●デュラソフトバンド　●ブラックIP（ケース部）
●20気圧防水　●タフソーラー　●電波受信機能　●針位置自動補正機能　●方位計測機能
●気圧計測機能　●高度計測機能　●温度計測機能　●ワールドタイム：世界48都市
●フィッシングタイム　●タイドグラフ　●日の出・日の入時刻表示　●ストップウオッチ　●タイマー　
●時刻アラーム　●針退避機能　●バッテリーインジケーター表示　●パワーセービング機能　
●フルオートカレンダー　●12/24時間制表示切替　●耐低温仕様　●操作音ON/OFF切替機能　
●ダブルLEDライト

特別価格 で

PRW-30-1AJF
40,000円（税込：44,000円）を
メーカー希望小売価格

25

●ケース・ベゼル材質：樹脂/ステンレス　●デュラソフトバンド　●10気圧防水
●タフソーラー　●電波受信機能　●ワールドタイム：世界48都市　●方位計測機能
●気圧計測機能　●高度計測機能　●温度計測機能　●日の出・日の入時刻表示
●ストップウオッチ　●タイマー　●時刻アラーム　●バッテリーインジケーター表示
●パワーセービング機能　●フルオートカレンダー　●12/24時間制表示切替
●耐低温仕様　●操作音ON/OFF切替機能　●LEDバックライト

特別価格 で

PRG-330-1JF
26,000円（税込：28,600円）を
メーカー希望小売価格

26

●ケース・ベゼル材質：樹脂/アルミ　●樹脂バンド　●10気圧防水　●タフソーラー
●ワールドタイム：世界48都市　●日の出・日の入時刻表示　●方位計測機能
●気圧計測機能　●高度計測機能　●温度計測機能　●ストップウオッチ　●タイマー
●時刻アラーム　●バッテリーインジケーター表示　●パワーセービング機能　
●フルオートカレンダー　●12/24時間制表示切替 ●耐低温仕様 
●操作音ON/OFF切替機能 ●LEDバックライト

��������������
160,000円（税込：176,000円）を
メーカー希望小売価格

1
特別価格 で

●ケース・ベゼル材質：チタン　●メタルバンド（チタン）　●両面無反射コーティングサファイアガラス　
●チタンカーバイト処理　●10気圧防水　●タフソーラー　●電波受信機能　●モバイルリンク機能　
●針位置自動補正機能　●デュアルタイム　●ストップウオッチ　●バッテリーインジケーター表示 
●パワーセービング機能　●日付・曜日表示　●フルオートカレンダー
　　

テクノロジーを凝縮し、エレガンスを追求した
メタルウォッチシリーズ。

日常使いにも応える幅広いラインアップ。更なる高みを目指して、プロトレックの挑戦は終わらない。

どこまでも強く。その先の強さを目指して。強さは、さらなる高みへ。

スリムデザインと 高機能で エレガンスの本質を 追及する、 
オシアナスのフラッグシップモデル。

グローバルに活躍する
ビジネスマンが信頼して使える 

エレガントなモデル。　
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特別価格 で

��������������
メーカー希望小売価格

3
60,000円（税込：66,000円）を
●ケース・ベゼル材質：ステンレス　●メタルバンド（ステンレス）　
●内面無反射コーティングサファイアガラス
●チタンカーバイト処理　●10気圧防水　●タフソーラー　
●電波受信機能　●モバイルリンク機能　
●針位置自動補正機能　●パワーセービング機能　
●フルオートカレンダー

シンプルで洗練された
3針フェイスに、 

より青が際立つ精悍な  
ブラック文字板。 



全品特別価格でご提供。価格は別紙価格表をご覧ください。ベルトの調整作業について、弊社では受付をしておりません。 全品特別価格でご提供。価格は別紙価格表をご覧ください。ベルトの調整作業について、弊社では受付をしておりません。

愛され続けるのには、理由がある。 本物だけが持つタフネスデザイン。

特別価格 で


������������
35,000円（税込：38,500円）を
メーカー希望小売価格

10

●ケース・ベゼル材質：樹脂/ステンレス　●樹脂バンド　●耐衝撃構造　●20気圧防水　
●タフソーラー　●電波受信機能　●針退避機能　●ワールドタイム：世界48都市　
●ストップウオッチ　●タイマー　●時刻アラーム　●バッテリーインジケーター表示　
●パワーセービング機能　●フルオートカレンダー　●12/24時間制表示切替　
●操作音ON/OFF切替機能　●ダブルLEDライト

特別価格 で


��������	���
40,000円（税込：44,000円）を
メーカー希望小売価格

11

●ケース・ベゼル材質：樹脂/ステンレス　●樹脂バンド　●耐衝撃構造　●20気圧防水　
●タフソーラー　●電波受信機能　●針退避機能　●ワールドタイム：世界48都市　
●ストップウオッチ　●タイマー　●時刻アラーム　●バッテリーインジケーター表示
●パワーセービング機能　●フルオートカレンダー　●12/24時間制表示切替
●操作音ON/OFF切替機能　●ダブルLEDライト

特別価格 で


��	��
������
18,500円（税込：20,350円）を
メーカー希望小売価格

12

●ケース・ベゼル材質：樹脂　●樹脂バンド　●耐衝撃構造　●20気圧防水
●針退避機能　●ワールドタイム：世界48都市　●ストップウオッチ
●タイマー　●時刻アラーム　●フルオートカレンダー　●12/24時間制表示切替
●操作音ON/OFF切替機能　●LEDライト

特別価格 で


��������������
90,000円（税込：99,000円）を
メーカー希望小売価格

4

●ケース・ベゼル材質：樹脂/カーボン　●カーボンファイバーインサートバンド
●防錆構造　●トリプルGレジスト　●内面無反射コーティングサファイアガラス
●カーボンコアガード構造　●カーボンベゼル　●20気圧防水　●タフソーラー
●電波受信機能　●モバイルリンク機能　●針位置自動補正機能　●デュアルタイム
●ストップウオッチ　●タイマー　●時刻アラーム　●バッテリーインジケーター表示
●パワーセービング機能　●日付・曜日表示　●フルオートカレンダー　●LEDライト

特別価格 で


�
�����������
80,000円（税込：88,000円）を
メーカー希望小売価格

5

●ケース・ベゼル材質：樹脂/ステンレス　●樹脂バンド　●防塵・防泥構造
●耐振動構造　●耐衝撃構造　●内面無反射コーティングサファイアガラス
●20気圧防水　●タフソーラー　●電波受信機能　●針位置自動補正機能
●針退避機能　●ワールドタイム：世界29都市　●方位計測機能　●気圧計測機能
●高度計測機能　●温度計測機能　●ストップウオッチ　●タイマー　●時刻アラーム
●バッテリーインジケーター表示　●パワーセービング機能　●フルオートカレンダー
●12/24時間制表示切替　●操作音ON/OFF切替機能●ダブルLEDライト

特別価格で


����������
20,000円（税込：22,000円）を
メーカー希望小売価格

6

●ケース・ベゼル材質：樹脂　●樹脂バンド　●耐衝撃構造　●20気圧防水
●タフソーラー　●電波受信機能　●ワールドタイム：世界48都市　
●ストップウオッチ　●タイマー　●時刻アラーム　●バッテリーインジケーター表示
●パワーセービング機能　●フルオートカレンダー　●12/24時間制表示切替
●操作音ON/OFF切替機能　●ELバックライト

特別価格で


���	�����	��
22,000円（税込：24,200円）を
メーカー希望小売価格

7

●ケース・ベゼル材質：樹脂　●樹脂バンド　●耐衝撃構造　●20気圧防水　
●タフソーラー　●電波受信機能　●ワールドタイム：世界48都市　●ムーンデータ
●タイドグラフ　●ストップウオッチ　●タイマー　●時刻アラーム　
●バッテリーインジケーター表示　●パワーセービング機能　●フルオートカレンダー　
●12/24時間制表示切替　●操作音ON/OFF切替機能　●ELバックライト

特別価格 で


�������������
25,000円（税込：27,500円）を
メーカー希望小売価格

8

●ケース・ベゼル材質：樹脂/アルミ　●樹脂バンド　●耐衝撃構造●20気圧防水　
●タフソーラー　●電波受信機能　●針退避機能　●ワールドタイム：世界48都市　
●ストップウオッチ　●タイマー　●時刻アラーム　●バッテリーインジケーター表示　
●パワーセービング機能　●フルオートカレンダー　●12/24時間制表示切替　
●操作音ON/OFF切替機能　●ダブルLEDライト

特別価格 で


������������
50,000円（税込：55,000円）を
メーカー希望小売価格

9

●ケース・ベゼル材質：樹脂/ステンレス　●樹脂バンド　●耐衝撃構造
●20気圧防水　●タフソーラー　●モバイルリンク機能　●デュアルタイム
●ストップウオッチ　●タイマー　●時刻アラーム　●バッテリーインジケーター表示
●パワーセービング機能　●日付・曜日表示　●フルオートカレンダー　●LEDライト
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特別価格 で

MSG-W200-7AJF
28,000円（税込：30,800円）を
メーカー希望小売価格

14

●ケース・ベゼル材質：樹脂/ステンレス　●樹脂バンド　●耐衝撃構造　●10気圧防水　
●タフソーラー　●電波受信機能　●ワールドタイム：世界48都市　●ストップウオッチ　
●タイマー　●時刻アラーム　●バッテリーインジケーター表示　●パワーセービング機能　
●フルオートカレンダー　●12/24時間制表示切替　●操作音ON/OFF切替機能　●LEDライト

特別価格 で

BGA-1100GR-7BJF
23,000円（税込：25,300円）を
メーカー希望小売価格

15

●ケース・ベゼル材質：樹脂/ステンレス　●樹脂バンド　●耐衝撃構造
●10気圧防水　●タフソーラー　●電波受信機能　●ワールドタイム：世界48都市
●ストップウオッチ　●タイマー　●時刻アラーム　●バッテリーインジケーター表示
●パワーセービング機能　●フルオートカレンダー　●12/24時間制表示切替
●操作音ON/OFF切替機能　●LEDライト

特別価格 で

BGD-5700-1JF
18,000円（税込：19,800円）を
メーカー希望小売価格

16

●ケース・ベゼル材質：樹脂　●樹脂バンド　●耐衝撃構造　●20気圧防水　
●タフソーラー　●電波受信機能　●ワールドタイム：世界48都市
●ストップウオッチ　●タイマー　●時刻アラーム　●バッテリーインジケーター表示
●パワーセービング機能　●フルオートカレンダー　●12/24時間制表示切替
●操作音ON/OFF切替機能　●ELバックライト

特別価格 で

BLX-570-7JF
9,500円（税込：10,450円）を
メーカー希望小売価格

17

●ケース・ベゼル材質：樹脂　●樹脂バンド　●耐衝撃構造　●20気圧防水
●ワールドタイム：世界48都市　●タイドグラフ　●ストップウオッチ
●タイマー　●アラーム　●フルオートカレンダー　●12/24時間制表示切替
●操作音ON/OFF切替機能　●ELバックライト

特別価格 で

BA-130-7A1JF
15,000円（税込：16,500円）を
メーカー希望小売価格

18

●ケース・ベゼル材質：樹脂　●樹脂バンド　●耐衝撃構造　●10気圧防水　
●ワールドタイム：世界48都市　●ストップウオッチ　●タイマー　●時刻アラーム
●フルオートカレンダー　●12/24時間制表示切替　●操作音ON/OFF切替機能
●LEDライト

特別価格 で

BSA-B100-2AJF
15,500円（税込：17,050円）を
メーカー希望小売価格

19

●ケース・ベゼル材質：樹脂　●樹脂バンド　●耐衝撃構造　●10気圧防水
●モバイルリンク機能　●針退避機能　●歩数計測機能　●デュアルタイム
●ストップウオッチ　●タイマー　●時刻アラーム　●フルオートカレンダー
●12/24時間制表示切替　●操作音ON/OFF切替機能　●ダブルLEDライト

特別価格 で

BSA-B100-4A1JF
15,500円（税込：17,050円）を
メーカー希望小売価格

20

●ケース・ベゼル材質：樹脂　●樹脂バンド　●耐衝撃構造　●10気圧防水
●モバイルリンク機能　●針退避機能　●歩数計測機能　●デュアルタイム
●ストップウオッチ　●タイマー　●時刻アラーム　●フルオートカレンダー
●12/24時間制表示切替　●操作音ON/OFF切替機能　●ダブルLEDライト

アクティブで洗練された
女性のための人気のBABY-Gシリーズ。
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特別価格 で

MSG-W300-7AJF
30,000円（税込：33,000円）を
メーカー希望小売価格

13

●ケース・ベゼル材質：樹脂/ステンレス　●樹脂バンド　●耐衝撃構造
●10気圧防水　●タフソーラー　●電波受信機能 ※電波受信：日本(福島局・九州局)・
中国電波対応　●パワーセービング機能●フルオートカレンダー　●日付表示


