
世界で最も知名度があり、160年以上の歴史を持つアメリカンブランドです。

1854年、アメリカ合衆国コネチカット州ウォーターベリーにWaterbury Clock 
Companyとして創業したTIMEXは、これまで世界中の数億人の人々に愛用さ
れるまでに成長しました。

その長い歴史を紐解くと、1931年に世界で初めて製造されたミッキーマウス
ウォッチをはじめ、1986年に発売した名作といわれるIRONMAN®ウォッチ、
1992年に発表したそれまでの常識を覆した世界初の文字盤全面発光機能
Indiglo®ナイトライト機能など、製品のみならず革新的な技術やデザインを多々
生み出してきました。

TIMEXのアメリカンブランドとしての160年の歴史を振り返ったとき、これまで
の数々の功績が今日のTIMEXを支えていると言って過言でなく、次の160年に
おいてもTIMEXは普遍的で、汎用性があり、いつまでも色褪せないブランドであ
り続けたいと望んでいます。
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TW2R96700
¥17,000（税抜）

TW2R96800
¥17,000（税抜）

TW2R96900
¥17,000（税抜）

TW2R97000
¥17,000（税抜）

2018AW NEWMK1 Steel
エムケーワン スチール

「世界の3人に1人は持っている」と言われる。
アメリカ軍の依頼で開発された“キャンパー”
を復刻したオリジナルキャンパーをベースに、
世界展開モデルとして誕生したMK1（エム
ケーワン=マークワンの意味）。
秋冬シーズンらしいカラーリングと、Made in 
USAのストラップがポイントです。

・ ステンレススチール製ケース
・ アクリル製ドーム風防
・ S.B.Foot製レザーストラップ
・ 3気圧防水
・ インディグロ®ナイトライト
・ ケース幅 40mm

S.B.Foot Tanning Co. は、アイリッシュセッターなどのブーツで著名なRed Wing社が
所有するレザーファクトリー（タンナー）。米国産の原皮を鞣し、Red Wing製品はもとより、
米軍や他ブーツメーカーにも高品質の革を提供している、全米屈指のレザーメーカーです。
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TW2T10600
¥16,000（税抜）

TW2T10700
¥16,000（税抜）

TW2T10900
¥16,000（税抜）

MK1 Aluminium Chrono
エムケーワン アルミニウム クロノ

アメリカ軍の依頼で開発された“キャンパー”を
復刻したオリジナルキャンパーをベースに、世
界展開モデルとして誕生したMK1（エムケー
ワン=マークワンの意味）。元々のキャンパーに
はないクロノグラフ（ストップウォッチ）機能や
日付表示を備えた、ファッションアクセサリー
としての汎用性も高い次世代モデルです。

・ アルミニウムケース
・ アクリル製ドーム風防
・ NATOタイプナイロンストラップ
・ クロノグラフ
・ 日付
・ 3気圧防水
・ インディグロ®ナイトライト
・ ケース幅 40mm

2018AW NEW
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TW2T10200
¥14,000（税抜）

TW2T10300
¥14,000（税抜）

TW2T10500
¥14,000（税抜）

MK1 Aluminium 
エムケーワン アルミニウム 

アメリカ軍の依頼で開発された “キャンパー” を復刻したオリジナ
ルキャンパーをベースに、世界展開モデルとして誕生したMK1（エ
ムケーワン=マークワンの意味）。アルミニウムをケース素材に採用
することで、メタル感は保ちつつ軽量性を確保。NATOタイプのス
トラップは交換が簡単なので、市販品や別売りのストラップで自由
にカスタマイズできます。

・ アルミニウムケース
・ アクリル製ドーム風防
・ NATOタイプナイロンストラップ
・ 3気圧防水
・ インディグロ®ナイトライト
・ ケース幅 40mm

2018AW NEW
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TW2R89300
¥23,000（税抜）

TW2R89100
¥20,000（税抜）

TW2R89000
¥20,000（税抜）TW2R87900

¥18,500（税抜）

Welton
ウェルトン

Waterbury Traditional
ウォーターベリー トラディショナル

1917年にアメリカ軍の依頼で開発された 米軍最初期のミリタリーウォッチ“ミジェット”。懐中時
計を改良し腕時計仕様にした実際のストーリーを基に、日本企画として2017年に開発・復刻され
たモデルが、バリエーションとして世界展開されることとなりました。ブロンズカラーのSSケースに
アンティーク加工を施し、Made in USAのストラップでレトロモダンな雰囲気に仕上げました。

TIMEXの創業地、コネチカット州ウォーターベリーの名を冠した、時計ブランドとしての王道を行く
“ウォーターベリー”コレクション。今季はよりクラシック色を押し出しつつも、ミリタリー要素を適度に
配したデザインが特徴です。レザーストラップにはMade in USAのS.B.Foot社製レザー、ブレス
レットはドレスタイプのジュビリーブレスを採用しています。

・ S.B. Foot製レザーストラップ
  （あて革は脱着可能）
・ 3気圧防水
・ インディグロ®ナイトライト
・ ケース幅 38mm

・ デイデイト
・ 5気圧防水
・ インディグロ®ナイトライト
・ ケース幅 42mm

2018AW NEW2018AW NEW

S.B.Foot Tanning Co. は、アイリッシュセッターなどのブーツで著名なRed Wing社が
所有するレザーファクトリー（タンナー）。米国産の原皮を鞣し、Red Wing製品はもとより、
米軍や他ブーツメーカーにも高品質の革を提供している、全米屈指のレザーメーカーです。

S.B.Foot Tanning Co. は、アイリッシュセッターなどのブーツで著名なRed Wing社が
所有するレザーファクトリー（タンナー）。米国産の原皮を鞣し、Red Wing製品はもとより、
米軍や他ブーツメーカーにも高品質の革を提供している、全米屈指のレザーメーカーです。
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TW2R98000
¥22,000（税抜）

TW2R97900
¥22,000（税抜）

TW2R97800
¥20,000（税抜）

TW2R97700
¥20,000（税抜）

Fairfield Supernova
フェアフィールド スーパーノバ

シンプルフェイスが人気の「フェアフィールド」コレクションか
ら新しいダイアルデザインが誕生。
TIMEXが新たに傘下に収めた、フランスのナノテク企業のテク
ノロジーを文字盤に採用しました。
ライト点灯時、メタル製の文字盤にあけられた極小の穴から
インディグロ®ナイトライトの光が透過するという、最先端の
意匠が見どころです。

・ スーパーノバダイアル
・ クロノグラフ（最大4時間計測）
・ 日付
・ 3気圧防水
・ インディグロ®ナイトライト
・ ケース幅 41mm

2018AW NEW
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TW2R85700
¥9,500（税抜）

TW2R85400
¥9,500（税抜）

TW2R85500
¥9,500（税抜）

TW2R85300
¥9,500（税抜）

Men‘s core
メンズ コア

新フォルムの42mm幅ケースは、現在では珍しい真鍮素材を
採用。TIMEXはミリタリーウォッチの視認性の高さに目をつ
け、1980年代からずっとこうしたシンプルモデルを作り続けて
います。文字盤の数字は、自社工場で一つひとつ職人の手で付
けられています。

・ 真鍮製ケース
・ 3気圧防水
・ インディグロ®ナイトライト
・ ケース幅 42mm

2018AW NEW
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TW2R64400
¥13,000（税抜）

TW2R64500
¥13,000（税抜）

TW2R64600
¥14,000（税抜）

TW2R64700
¥15,000（税抜）

Harborside
ハーバーサイド

42mm幅ケースにリューズガードを設けるなどザ・ダイバー
ウォッチなルックに、TIMEXのTをあしらった時針、珍しいコン
ビカラーも揃えた新作の“ハーバーサイド”。
年間を通して人気のダイバーズデザインは、カジュアルにも
スーツスタイルにも合わせやすいアイテムです。

・ 真鍮製ケース
・ 日付
・ 5気圧防水
・ インディグロ®ナイトライト
・ ケース幅 42mm
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TW2R92100
¥8,500（税抜）

TW2R92200
¥8,500（税抜）

TW2R92400
¥8,500（税抜）

TW2R92300
¥8,500（税抜）

TW2R92500
¥8,500（税抜）

Weekender Metallic 38mm
ウィークエンダー メタリック 38mm

2011年に登場するや瞬く間にベストセラーとなった“ウィークエ
ンダー”。男性も女性もし易い38mm径の真鍮製ケースとナイロ
ンストラップの組み合わせは、日本だけでも5年で50万本を売り
上げる人気モデルです。今季の新作は、ラメがアクセントになった
メタリック・ストラップ仕様。秋冬の装いにアクセントを添えます。

・ 真鍮製ケース
・ 3気圧防水
・ インディグロ®ナイトライト
・ ケース幅 38mm

2018AW NEW
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TW2R89900
¥12,000（税抜）

TW2R89500
¥11,000（税抜）

TW2R89600
¥11,000（税抜）

TW2R89700
¥11,000（税抜）

TW2R90000
¥12,000（税抜）

TW2R91600
¥12,000（税抜）

Addison
アディソン

Meriden
メリデン

レザーのダブルラップ・ストラップに、スクエアのウォッチヘッドを合わせた
新作レディースモデル、アディソン。
カジュアルに、気分やトレンド、ファッションで着替えるウォッチはいかが？

オーソドックス・カラーのレザーストラップに、スクエアのウォッチヘッドを合わせた
新作レディースモデル、メリデン。
上品かつカジュアルな時計は、秋冬の装いにピッタリです。

・ 日常生活防水
・ ケース幅 25mm

・ 日常生活防水
・ ケース幅 25mm

2018AW NEW2018AW NEW
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TW5M19300
¥8,500（税抜）

TW5M19400
¥8,500（税抜）

TW4B14200
¥13,000（税抜）

TW4B14100
¥13,000（税抜）

TW4B14000
¥13,000（税抜）

Ironman® Essential 10Lap
アイアンマン® エッセンシャル 10ラップ

Scout 40mm
スカウト 40mm

1986年に誕生し、世界に「スポーツウォッチ」という概念をもたらしたTIMEXのアイアンマン®

シリーズ。その名の通り、トライアスロンでの使用に耐えうるべく開発され、クリントン元大統領
が就任時に着用するなど、スポーツウォッチのアイコンとして知られます。今季はカジュアルファッ
ションにも合わせられるデザインのモデルが登場しました。

1980年代にアウトドア分野の時計を発売したTIMEX。アウトドアが身近なアメリカ人たちに受
け入れられてきた背景を基に毎シーズン展開される“スカウト”。ミリタリーとアウトドアを上手く
取り入れたデザインは、カジュアルな装いにピッタリです。

・ クロノグラフ（10ラップ）
・ カウントダウンタイマー
・ アラーム
・ 10気圧防水
・ インディグロ®ナイトライト
・ ケース幅 40mm

・ 真鍮製ケース
・ 日付
・ 5気圧防水
・ インディグロ®ナイトライト
・ ケース幅 40mm

2018AW NEW2018AW NEW
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TW7C25900
¥4,800（税抜）

TW7C26000
¥4,800（税抜）

TW7C26200
¥4,800（税抜）

TW7C26400
¥4,800（税抜）

TW7C26300
¥4,800（税抜）

Time Machine
Digital 35mm
タイムマシーン デジタル 35mm

アメリカ人の子供が初めて手にする時計は、圧倒的にTIMEXが多い
と言われており、子供にとってTIMEXは非常に親しみのあるブランド
です。デジタルのキッズモデル“タイムマシーン”が新しいケースになっ
て登場、カラーバリエーションも豊富です。

・ ストップウォッチ
・ アラーム
・ 5気圧防水
・ インディグロ®ナイトライト
・ ケース幅 35mm

2018AW NEW
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TW2R99000
¥4,500（税抜）

TW2R99100
¥4,500（税抜）

TW7C25500
¥4,800（税抜）

TW7C25600
¥4,800（税抜）

TW7C25700
¥4,800（税抜）

TW7C25800
¥4,800（税抜）

Time Machine Digital 34mm
タイムマシーン デジタル 34mm

Time Machine 
タイムマシーン

ロングセラーのデジタルキッズモデルに新色が登場。液晶部分に表示されるアイコンや子供にも見や
すい時計の表示が特徴です。少し大人っぽいカラーリングはスタイリッシュなキッズにもピッタリです。

アナログモデルの“タイムマシーン”は、男の子も女の子も楽しい気分になるキャラクターが文字盤と伸縮
性のストラップに描かれています。カラフルで元気なデイザンは時計を見ることが楽しくなるアイテムです。

・ ストップウォッチ
・ アラーム
・ 3気圧防水
・ インディグロ®ナイトライト
・ ケース幅 34ｍｍ

2018AW NEW2018AW NEW

・ 3気圧防水
・ 伸縮性バンド
・ ケース幅 28ｍｍ
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TW2P88300
¥14,000（税抜）

TW5M20800
¥20,000（税抜）

Command Red Bull Cliff Dive Collab
コマンド レッドブル・クリフダイビング

Safari 復刻版
サファリ

TIMEX空前の大ヒットの立役者となったサファリの、おおよそ四半世紀ぶり
となる復刻版。1980年代末に発売された当時の図面が紛失していたことか
ら、現存するオリジナルを基に3Dスキャンなどを活用し現代の技術を駆使し
て再現された逸品。
特徴的なレザーストラップは、オリジナル発売時にストラップの生産を請け
負っていた工場が奇跡的に現在も操業していることが判明し、今回の復刻版
も同工場でベルトが生産されています。

・ 24時間表示
・ 日付
・ 3気圧防水
・ ケース幅 37mm

ヨーロッパとアメリカで開催される“Red Bull Cliff Dive”。
TIMEXは2018年度のオフィシャルタイムキーパー兼スポンサーとなりました。
これを記念し、同大会公式ロゴの入った特別なモデルを限定で発売します。
ビル8F相当の高さから、ダイバーが生身の超絶ダイブを見せる様子は、TIMEX 
が1950-60年代にアメリカで展開した‘拷問テスト’と重なっています。

・ ショックレジスタント ・ 10気圧防水
・ クロノグラフ ・ カレンダー
・ ストップウォッチ ・ インディグロ®ナイトライト
・ カウントダウンタイマー ・ ポリウレタンストラップ
・ 給水アラーム    （Red Bull Cliff Diveロゴ入り）
・ バイブレーションアラーム ・ ケース幅 54mm
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TW2R78000
¥8,300（税抜）

TW2R77800
¥8,300（税抜）

TW2P88400
¥8,300（税抜）

Original Camper
オリジナルキャンパー

Original Camper Ivory
オリジナルキャンパーアイボリー

ミリタリーウォッチのオリジナルの良さを残しつつ、ミリタリー要素
をもう少し和らげ、現代のスタイルに合わせやすい仕様となった、
日本企画オリジナルキャンパーアイボリーシリーズ。
以前に販売されていた34mm径のアイボリーキャンパーは、女性
誌スタイリストや編集者にも支持を広げ、それまでの主要ファン層
であった男性ユーザー以外に多くの女性ユーザーも獲得。結果売
上本数が1万本をゆうに超える人気商品となり、再販の声が高い
中、今回よりオリジナルに近い形で再リリースとなりました。

・ クォーツ
・ 3気圧防水
・ ケース幅 36mm

ベトナム戦争時に開発された、戦地での使用に耐えうる耐久性を備えながら
修理や電池交換などを必要としない手巻き式のディスポーサブル・ウォッチ
（使い捨て時計）は、視認性や堅牢性の高さなど実用性に優れたものでした。
戦後は民間でも市販品の需要が高まり、TIMEXは1980年代にこの米軍仕
様のミリタリーウォッチ「Camper」の販売を始めます。
この復刻版は1980年代に発売された「Camper」をオリジナルとしたもので、当
時の手巻き式ムーブメントが現在は製造できないことからクォーツムーブメント
を採用しているものの、ドーム型のプラスチック風防、文字盤やケースなどの外装
は3Dプリンタなど現代の技術を駆使し、当時の時計を忠実に再現しています。

・ クォーツ
・ 3気圧防水
・ ケース幅 36mm
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TW2R13800
¥8,300（税抜）

ステンレススチールキャンパー（アクリル）
TW2R58300

¥14,800（税抜）

ステンレススチールキャンパーブラック
TW2R77700

¥15,800（税抜）

Original Camper Black
オリジナルキャンパーブラック

SST Camper
ステンレススチールキャンパー

ミリタリーウォッチというカテゴリーにおいて、その先駆者であり実際に米軍の要
請を受けて初めて1910年代に腕時計型の軍用時計を開発したタイメックス。
Camperは、その出自はもとより、現代においても「実用時計の頂点」または
「究極のベーシック」として時計業界やファッション業界において広くその存
在が認められています。
2015年に日本企画としてTIMEXの歴史で初めて復刻を遂げたオリジナル
Camperが、民生品として1980~90年代に実在したブラックカラーにて登場
します。

・ クォーツ
・ 3気圧防水
・ ケース幅 36mm

本モデルはドーム型のアクリル風防を採用することで軽量化を図り
ケースはステンレススチール(SS)製の36ｍｍ、ストラップもより厚
みのあるブラックナイロンで、文字盤のデザインには80年代の後期
に使われた「WATER-RESISTANT」の防水表記となっています。ア
クリル風防は1970～80年代の時計では主流として用いられてい
ました。傷が入りやすいものの、一方で研磨することで傷を取り除い
たり低減することが出来るなどの利点があり、アクリル風防だけが
持つ独特の経年変化や雰囲気を醸し出します。

・ クォーツ
・ 3気圧防水
・ ケース幅 36mm

本モデルは限定版をベースに、新たにケースとリューズをビードブラ
スト法で精悍なブラックに仕上げた特別なモデル。ケース素材がSS
（ステンレススチール）でリューズもビードブラスト法により漆黒に
加工されています。
風防はミネラルガラスを使用し、重厚な仕上がりです。

※ビードブラスト法とは、金属または鉱物の研磨剤を超高速で対
象物に吹き付け、その後表面を清浄し硬化させる工法で、被膜の
密着度が高いことでも知られる。

・ クォーツ
・ 3気圧防水
・ ケース幅 36mm
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TW2T33700
¥8,000（税抜）

TW2T33800
¥8,000（税抜）

TW2T33900
¥8,000（税抜）

TW2T34000
¥8,000（税抜）

TW2R45100
¥18,500（税抜）

TW2R45000
¥18,500（税抜）

Original Camper 29mm
オリジナルキャンパー29ｍｍ

Midget
ミジェット

オールスターのように超のつく人気定番モデル、キャンパーから、29mm幅のモデルが初登場！
肩ひじを張らないカジュアルさ、驚きの10g台という着けているのを忘れるくらいの重量と、
リーズナブルな価格とバリエーションが魅力。

第1次世界大戦に参戦することとなったアメリカ合衆国政府は、懐中時計を腕時計タイプにし
た軍用時計をタイメックスに依頼。それまで「Ingersoll」ネームで販売していた小振りの懐中
時計「MIDGET」を改良し、1917年にワイヤーラグを設けストラップを通した軍用時計を製作
しました。
このような史実を基に、日本企画としてこれまでにない38mmのケースにワイヤーラグを設けま
した。また、兵士が手袋をしたままでも操作しやすい大型リューズ、針やインデックスの塗料も経
年変化の味わいを表現したカラーリングなど細部にこだわりをみせたデザインが特徴です。

・ クォーツ
・ 3気圧防水
・ ケース幅 29mm

・ S.B.Foot社製レザーストラップ
・ ヴィンテージ加工SS製ケース
・ インディグロ®ナイトライト
・ 3気圧防水
・ ケース幅 38mm
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TW2R68400
¥18,000（税抜） 

TW2R68900
¥20,000（税抜） 

TW2R72200
¥24,000（税抜） 

TW2R68200
¥16,800（税抜） 

TW2R68700
¥19,000（税抜） 

TW2R71900
¥24,000（税抜） 

TW2P84300
¥30,000（税抜） 

TW2R68300
¥16,000（税抜） 

TW2R68800
¥18,000（税抜） 

TW2R72300
¥22,000（税抜） 

TW2P84000
¥20,000（税抜） 

TW2R68000
¥16,000（税抜） 

TW2R68500
¥18,000（税抜） 

TW2R71700
¥22,000（税抜） 

TW2P84600
¥20,000（税抜） 

TW2R68100
¥16,000（税抜） 

TW2R68600
¥18,000（税抜） 

TW2R71800
¥22,000（税抜） 

TW2R37300
¥14,000（税抜） 

TW2R67600
¥16,000（税抜） 

TW2R37500
¥14,000（税抜） 

TW2R67800
¥16,000（税抜） 

TW2R37400
¥14,000（税抜） 

TW2R67700
¥16,000（税抜） 

TW2R37600
¥14,000（税抜） 

TW2R67900
¥16,000（税抜） 

TW2R72600
¥22,000（税抜） 

TW2R72500
¥20,000（税抜） 

TW2R72400
¥20,000（税抜） 

TW2R71500
¥22,000（税抜） 

TW2R71400
¥20,000（税抜） 

TW2R71300
¥20,000（税抜） 

MK1 Aluminium ChronoMK1 Aluminium The Waterbury Red Wing Shoe Leather

MK1 Steel

MK1 Steel Chrono

The Waterbury Classic

The Waterbury Classic Chrono
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TW2R29000
マルチファンクションキー

¥15,000（税抜） 

TW2R27100
クロノグラフ41mm case

¥22,000（税抜）

TW2R26000
41mm case

¥16,000（税抜）

TW2P91200
41mm case

¥15,000（税抜）

TW2R26100
41mm case

¥16,000（税抜）

TW2P91300
41mm case

¥15,000（税抜）

TW2P97800
41mm case

¥15,000（税抜）

TW2P98000
41mm case

¥16,000（税抜）

TW2R37900
¥18,000（税抜） 

TW2R29100
マルチファンクションキー

¥15,000（税抜）

TW2R27300
クロノグラフ41mm case

¥22,000（税抜）

TW2P98300
41mm case

¥15,000（税抜）

TW2P98500
41mm case

¥16,000（税抜）

TW2R38000
¥18,000（税抜） 

TW2R29200
マルチファンクションキー

¥15,000（税抜）

TW2R26700
クロノグラフ41mm case

¥20,000（税抜）

TW2P97900
41mm case

¥15,000（税抜）

TW2R38100
¥18,000（税抜） 

TW2R80500
マルチファンクションキー

¥15,000（税抜）

TW2R26800
クロノグラフ41mm case

¥20,000（税抜）

TW2P98400
41mm case

¥16,000（税抜）

TW2R28600
¥12,000（税抜） 

TW2R28700
¥12,000（税抜） 

TW2R28800
¥12,000（税抜） 

TW2R63900
¥12,000（税抜） 

TW2R80400
¥12,000（税抜） 

TW2R80300
¥12,000（税抜） 

Fairfield Sub Second

Southview 41mm Fairfield
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TW2R80600
¥8,300（税抜） 

TW2R59900
¥8,300（税抜） 

TW2R59600
¥8,300（税抜） 

TW2R42400
¥9,800（税抜） 

TWG014800
¥5,780（税抜） 

TW2P86700
¥16,000（税抜） 

TW2R59200
¥8,300（税抜） 

TW2R42500
¥9,800（税抜） 

TWG014900
¥5,780（税抜） 

TW2P86800
¥16,000（税抜） 

TW2R59000
¥8,300（税抜） 

TWG018100
¥7,400（税抜） 

TWG018200
¥7,400（税抜） 

TWG018300
¥7,400（税抜） 

TWG018400
¥7,400（税抜） 

T2N647
¥8,300（税抜） 

T2N651
¥8,300（税抜） 

TW2P62300
¥16,000（税抜） 

T2N654
¥8,300（税抜） 

TW2P71300
¥15,000（税抜） 

T2N746
¥8,300（税抜） 

TW2P71400
¥15,000（税抜） 

T2N747
¥8,300（税抜） 

TW2P97400
¥16,000（税抜） 

T2P142
¥8,300（税抜） 

Weekender Colorlush Weekender Chrono

Weekender Chevron

Weekender 40

Weekender Central Park

Weekender Vintage Small SecondTIME TEACHER BOX SET
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TW2R40000
¥11,000（税抜） 

TW2R35700
¥15,000（税抜） 

TW2R40100
¥11,000（税抜） 

TW2R35800
¥15,000（税抜） 

TW2R40200
¥11,000（税抜） 

TW2R35900
¥15,000（税抜） 

T28071
¥11,000（税抜） 

T2N338
¥11,000（税抜） 

TW2R46200
¥13,000（税抜） 

TW2R46400
¥13,000（税抜） 

TW2R46500
¥13,000（税抜） 

TW2R40300
¥11,000（税抜） 

TW2R36000
¥15,000（税抜） 

T28201
¥11,000（税抜） 

T2N677
¥11,000（税抜） 

TW4B01800
¥13,000（税抜） 

TW4B01900
¥13,000（税抜） 

T78587
¥8,000（税抜）

T78677
¥8,000（税抜）

TW4B12000
¥8,800（税抜） 

T75961
¥8,000（税抜）

TW4B11900
¥8,800（税抜） 

Easy Reader® 40th anniversary Classic Digital

Easy Reader® 40th anniversary Men&Women

Big Easy Reader® Modern Easy Reader®

Expedition® Scout Metal Expedition® Field mini

Allied 40

※インディグロ®ナイトライトにEasyRader
誕生40周年の40が浮かび上がるスペシャル
モデル。
米国ホーウィン社製レザー使用。

※インディグロ®ナイトライトにEasyRader
誕生40周年の40が浮かび上がるスペシャル
モデル。



>> 100時間未満クロノグラフ > 任意で使わない機能のOn/Off 切り替え
>> 30ラップメモリーリコール >インディグロ®ナイトライト
> 99ラップカウンター > 10気圧防水
> > 24時間未満カウントダウンタイマー > > ケース幅45mm
　（リピート機能付き）
> イベントリマインダー機能
> アラーム
　(毎日/平日のみ/週末のみ/曜日指定/
      5分間バックアップ）
　（ナイトモード付き）

> 100時間未満クロノグラフ

> 10ラップメモリーリコール

> 99ラップカウンター

> > 24時間未満カウントダウンタイマー

　（リピート機能付き）

> デュアルタイム

> アラーム（毎日／平日／週末のみ）

>インディグロ®ナイトライト

　（ナイトモード付き）

> 10気圧防水

Ironman® Rugged 30-Lap Full-size

Ironman® 10-Lap Mid-size

4544

T5K523
¥8,000（税抜） 

T5K525
¥8,000（税抜） 

T5K606
¥8,000（税抜） 

T5K790
¥9,800（税抜） 

T5K793
¥9,800（税抜） 

・インディグロ®ナイトライト
・（長押し）ナイトモードオン／オフ

アイアンマンシリーズ　操作方法

アイアンマン操作方法のより詳しい情報はタイメックスジャパンHP(www.timexwatch.jp)へ

＜クロノグラフ＞
・ストップ
・（長押し）リセット

＜カウントダウンタイマー＞
・ストップ
・リセット

＜アラーム＞
・アラーム設定 オン／オフ

カレンダー
↓
クロノグラフ
↓
カウントダウンタイマー
↓
アラーム

＜カレンダー／タイマー／アラーム＞
・時間合わせ（カレンダーは長押し）

＜クロノグラフ＞
・フォーマット/リコール

＜カレンダー＞
・（長押し）第１／第２時間切り替え

＜クロノグラフ＞
・スタート
・（2回目以降）ラップ

＜カウントダウンタイマー＞
・スタート

＜アラーム＞
・アラーム設定 オン／オフ



DKSH ジャパン株式会社 

●メーカー希望小売価格（税抜）を含む記載内容は、2018年10月1日現在のものです。
●予告なく仕様及び価格を変更する場合があります。ご了承下さい。
●商品の写真は、実物と異なることがあります。
●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をお読み下さい。
●1年間のメーカー保証ですので、お買い上げの際には必ず保証書をご確認下さい。
●このカタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談下さい。

〒108-8360 東京都港区三田3-4-19  TEL.03-5441-4515

www.timexwatch.jp

タイメックスの公式ページにて最新情報などをお届けしています。 
www.facebook.com/timex.japan

Follow Me!

@timex_tokyo

取扱説明書は、こちらのURLよりダウンロードをお願いいたします。

4746



2018  Autumn Winter

● “E” Logo、EASY READER、EXPEDITION、FAST WRAP、FLIX、TIMEX T SERIES、NIGHT-MODE、TIMEX、TRAIL RUNNER、
TRIATHLON、Timex 商品のデザインは、米国及びその他の国でのTimex Group USA, Inc. の登録商標です。
● TIMEX SL SERIES は、Timex Group USA, Inc. の登録商標です。 
● BODYLINK、ADVENTURE TECH は、米国及びその他の国でのTimex Group B.V. の登録商標です。 
● WS4、E-COMPASS、E-INSTRUMENTS、LIFE’S AN ADVENTURE、THINK OUTSIDE THE CIRCLE、RACE TRAINER、ROAD 
TRAINER、ZONE TRAINER、PERSONAL PACER、EASY TRAINER は、Timex Group B.V. の登録商標です。 
● INDIGLO®は、米国及びその他の国での Indiglo Corporation の登録商標です。 
● IRONMAN® 、M-DOT® 、IRONKIDS® は、World Triathlon Corporation の登録商標です。

T18012

https://www.timexwatch.jp/

タイメックスの公式ページにて最新情報などをお届けしています。 
www.facebook.com/timex.japan

Follow Me!

@timex_tokyo
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