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Watch

DIAMOND EMERALD RUBY SAPPHIRE PEARL

1

ダイヤモンド・エメラルド・ルビー・サファイア・パール

WHITE CERAMIC & DIAMOND

HAKU

セラミックスクエア

期間限定セール価格DIAMOND

The belt is combination structure of ceramic and the
stainless steel

JAPAN

価格は全て税抜き表示です

since 1974

It produced watches since 1974,
continued 1 million pcs. or more .
I am convinced that our feelings
for the manufacturing are results
supported by many visitors.
“A quality goods low price.”
You should be satisfied concept.
1974 年より時計を製造し、これまでに 100
万本以上をお客様にお届けしてまいりまし

セラミック：高温で焼き固められた焼結体はステンレス

た。良品廉価を第一に、ものづくりに対する

鋼の約３倍も硬く、耐熱性にも優れ、金属より軽いとい
う特性を持ちます。高級感のある独特の光沢が特徴です。

当社のこだわりが多くのお客様に支持された
結果だと確信しております。あなただけの時

宝石鑑別書

を刻む “HAKU WATCH COLLECTION” はお客
様のご満足をお約束いたします。

天然ダイヤモンドを始め
様々な宝石類の鑑別書付。
商品説明欄に表記されてい
ないものは付属されません。

時計本体のムーブメント
シチズンミヨタ社製、セイコーエプソン社製
又はスイス エタ社製を適選し調節内蔵させま
した。クォーツ精度：各社共に年間＋―17 秒

電池 セイコーインスツル (SII)、SONY 、Maxell 、
RENATA(SWISS) のいずれかを使用しております。

ダイヤモンド・宝石

傷にならないサファイアガラス

天然ダイヤモンドを始め様々
な宝石類を贅沢に使用。

ダイヤに次ぐ硬さで耐傷性に優れ、硬度と透
明度の高さは天然サファイアと同等で、クリ
ヤーな視認性をいつまでも保ちます。

パール・白蝶貝の文字盤
天然パールをつくる白蝶貝を
薄くスライスし、文字盤として
使用。幻想的な虹色が鮮やか。

セラミックスクエア SS サイズ

HAKU-MS02-02-BK＆SV

ブラック & シルバー

PEARLMOON

CERAMICSQUARE

DIAMOND

セラミックスクエア

機能
MOVT.

サイズ SS / S

PEARLMOON
パールムーン

セイコーエプソン

機能

SEIKO EPSON VX11B

仕様

%
94
OFF

SEIKO EPSON VX12E

仕様

生活防水 / セラミック製ベルト・
文字盤 / ステンレス製ケース・
ベルト・バック / 天然ダイヤモ
ンド 1 石 0.01ct./
サファイアクリスタルガラス

付帯品 鏡面木箱

希望価格

SALE PRICE

¥

生活防水 / ステンレス製
ケース・ベルト・バック /
白蝶貝文字盤 /
ミネラルガラス

付帯品 宝石鑑別書 / 鏡面木箱

￥78,000

5,000

パールムーン ダイヤモンド ピンクシェル

HAKU-MR11-025-DIAMOND-PK

セラミックスクエア SS サイズ ホワイト & ゴールド

%
92
OFF

HAKU-MS02-02-WH＆GD

セラミックスクエア S サイズ ブラック & ゴールド

HAKU-MS02-01-BK＆GD
HAKU-MS02-02-WH＆GD

クォーツ / デート付

MOVT. シチズンミヨタ
CITIZEN MIYOTA 2015

セイコーエプソン

（Ｓサイズ）

全品標準装備

パールムーン

クォーツ / デート付（Ｓサイズ）
（ＳS サイズ）

鏡面木箱

天然ダイヤモンド 82 石 0.39ct.
鑑別書付 希望価格 ￥118,000

SALE PRICE

セラミックスクエア S サイズ ホワイト & シルバー

¥

10,000

RUBY

HAKU-MS02-01-WH＆SV

DIAMOND
DIAMOND

HAKU-MR11-025-DIAMOND-PK

DIAMOND

パールムーン ルビー ピンクシェル

HAKU-MR11-025-RUBY-PK

天然ルビー 80 石 0.38ct.
天然ダイヤモンド 2 石 0.01ct.
鑑別書付 希望価格 ￥98,000

パールムーン サファイア ブルーシェル

HAKU-MR11-025-SAPPHIRE-BU

%
94
OFF
HAKU-MS02-01-BK＆GD

SALE PRICE

¥

5,000

%
94
OFF
HAKU-MS02-01-WH＆SV

SALE PRICE

¥

5,000

天然サファイア 80 石 0.38ct.
天然ダイヤモンド 2 石 0.01ct.
鑑別書付 希望価格 ￥98,000

%
90
OFF

SAPPHIRE
SALE PRICE

¥

10,000

