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マリアジュエル

創業65年 ⼤平時計店 〈ラトブ2F〉
フェア期間中、36回まで

⾦利⼿数料はマリアジュエルで
負担致します。

世界限定
300本

EDOX（エドックス）は1884年スイス・
ジュラで創業した、スイスでも数少ない
独⽴系時計ブランドです。
時計職⼈達の卓越した“技術”と“創造
性”と“⾰新性”により世界有数の時計
メーカーの地位を確⽴しました。
エドックスの時計づくりは、単なるビジネ
スではなく⼈⽣そのもの。時計づくりに
注ぐ情熱から誕⽣したブランドです。

クロノオフショア-1   ⾃動巻
10221-3-NIBU2
￥156,600（税込）

36 回
お⽀払い時

初回   ￥6,100
2回⽬〜 ￥4,300

クロノオフショア-1   ⾃動巻
01122-37RBU3-BUIR3-L
￥442,800（税込）

36 回
お⽀払い時

初回   ￥12.300
2回⽬〜 ￥12.300

クロノオフショア-1   クォーツ
10221-37RB3-BIR3
￥167,400（税込）

36 回
お⽀払い時

初回   ￥6,400
2回⽬〜 ￥4,600

日本限定
150本

グランドオーシャン   ⾃動巻
01123-37N3-NIG3
￥361,800（税込）

36 回
お⽀払い時

初回   ￥11,800
2回⽬〜 ￥10,000

グランドオーシャン   ⾃動巻
01123-3BUCA-NBUN-NIG3
￥318,000（税込）

36 回
お⽀払い時

初回    ￥7,100
2回⽬〜  ￥8,900

グランドオーシャン   ⾃動巻
88002-3CA-NIN
￥189,000（税込）

36 回
お⽀払い時

初回     ￥7,000
2回⽬〜   ￥5,200

クロノオフショア-1   ⾃動巻
011223-3-BUIN2
￥432,000（税込）

36 回
お⽀払い時

初回   ￥12,000
2回⽬〜  ￥12,000

グランドオーシャン

クロノオフショアー1浜通り唯⼀の正規店
【エドックス】 

カレラ ⾃動巻
CAR2111.BA0720
￥507,600（税込）

36 回
お⽀払い時

初回   ￥17,600
2回⽬〜 ￥14,000

TTAGHeuer
1860年設⽴。エドワード・ホイヤーがサン・ティ
ミエの地に創⽴して以来タグホイヤーはスイス
時計製造で伝統的な存在であり、且つ⾰新的な
ブランドとして歩み続けています。

36 回
お⽀払い時

初回   ￥17,400
2回⽬〜 ￥12,000

アクアレーサー    クォーツ
WAY1414.BA0920
￥437,400（税込）

アクアレーサー ⾃動巻
WAK2111.BA0830
￥313,200（税込）

36 回
お⽀払い時

初回     ￥8,700
2回⽬〜    ￥8,700

レラ ⾃動巻 アレ サ ⾃動 フォーミュラ1 クォーツ
WAH1312.BA0867
￥307,800（税込）

36 回
お⽀払い時

初回    ￥10,300
2回⽬〜   ￥8,500

2018.7/7（Sat ）-7/31（Tue ）

《エドックスご成約キャンペーン》

          
■ 純正スペアバンドを
  プレゼント致します。

■エドックス特製「時計クロス」を
   プレゼント致します。

【クロノオフショア-1】【グランドオーシャン】
    ⾃動巻ウォッチご成約の⽅--

【デルフィン】【レヴォヴェール】
   ご成約の⽅------

技術”と“創
界有

ました
、単な
時計
ンドンド

ご成
【グ
の⽅

数の時
た。
なるビ
計づく

ドです。ドです

成約
グランド
⽅--

300本

年スイス・
少ない

創造

オフショア-1
22-37RBU3
42,800（税

初回  ￥12.3
2回⽬〜 ￥12.3

オーシャン

創造

ロノクロ
11201

￥44￥
36 回

お⽀払い時

巻

グランドオ

時計

ビジネ
くりに
。

クロノオフショノオフシ アア-1 ⾃動巻
011223-3-BUIN2
￥432,000￥432 000（税込）（税込）

36 回
お⽀払い時

初回  ￥12,000
2回⽬〜 ￥12,000

グキャンペンン ーン》
ドオーシャン】

■ワインディングマシーン          
■ 純正スペアバンドを
  プレゼント致します。

もしくは

【クロノオフショア-1】【グランドオーシャン】
    クォーツウォッチご成約の⽅------

自動巻き時計ご成約で
   「ワインディングマシーン」、
クォーツ時計ご成約で
  「ウォッチケース」をプレゼント
   致します。

タグホイヤーご成約特典

［タグホイヤー正規品］

 正規品購⼊者限定［エドワードクラブ］2年間の国際保証延⻑サービス等の特典がございます。〈年会費無料 〉

 JUNGHANS（ユンハンス）は、1861年に設⽴。ユニークなコンビネーション、伝統的な時計作り
の技巧、飽くなき探求⼼、そしてモダニティと歴史の融合がユンハンスです。
ユンハンスは2003年と2004年にドイツで最も信頼のおけるブランドとして選ばれています。

フェア期間中36回まで⾦利⼿数料はマリアジュエルで負担致します。

027/4002.44
⾃動巻き

￥169,560（税込）

924WA-M924WA-M
⾃動巻き⾃動巻き
￥302,40302,400（税込税込）

3437SL3437SL
⾃動巻き⾃動巻き
￥140,40140,400（税込税込）

925BA-GBK 925BA-GBK 
⾃動巻き⾃動巻き
￥97,2097,200（税込税込）

EP224-11EP224-11
⾃動巻き⾃動巻き
￥124,20124,200（税込）（税込）

EP199-21EP199-21
⾃動巻き⾃動巻き
￥99,3699,360（税込税込）

924WA-M
⾃動巻き
￥302,400（税込）

3437SL
⾃動巻き
￥140,400（税込）

3430WH3430WH
⾃動巻き⾃動巻き
￥122,04122,040（税込税込）

5.303.M5.303.M
クォーツクォーツ
￥35,6435,640（税込税込）

5.011.M5.011.M
クォーツクォーツ
￥35,6435,640（税込税込）

3430WH
⾃動巻き
￥122,040（税込）

5.303.M
クォーツ
￥35,640（税込）

5.011.M
クォーツ
￥35,640（税込）

925BA-GBK 
⾃動巻き
￥97,200（税込）

EP224-11
⾃動巻き
￥124,200（税込）

EP199-21
⾃動巻き
￥99,360（税込）

36 回
お⽀払い時

初回   ￥5,060
2回⽬〜 ￥4,700

浜通り唯⼀の正規店 「ユンハンス」

027/3501.00
⾃動巻き

￥145,800（税込）
36 回

お⽀払い時
初回   ￥5,800
2回⽬〜 ￥4,000

027/5703.00
⼿巻き

￥131,760（税込）
36 回

お⽀払い時
初回   ￥5,760
2回⽬〜 ￥3,600

041/4811.00
クォーツ

￥96,120（税込）
12 回

お⽀払い時
初回   ￥8,120
2回⽬〜 ￥8,000

027/3701.00
⼿巻き

￥118,800（税込）
36 回

お⽀払い時
初回   ￥3,300
2回⽬〜 ￥3,300

 ユンハンスお買い上げで
 「純正メタルブレスレットor

レザーストラップ」を
プレゼント致します。

027/3400.00
⾃動巻き

￥151,200（税込）
36 回

お⽀払い時
初回   ￥4,200
2回⽬〜 ￥4,200

0.00027/3400
き⾃動巻き

2018年
新作モデル新作モデル

期間限定展⽰

フ ア期間中36回 利⼿数料 マリアジ ル

期

ジョウィサ

エポス

ユーロパッション

ユーロパッションウオッチはスイス南⻄部、レマン湖に流れ込むローヌ川の上流に
位置する瀟洒な町シオンで製造されています。ユーロパッションのプロダクトチー
ムは、" 魅⼒的な価格で提供できるスイスメイドの時計 " の製作を実現するために、
数年間に渡り研究を重ね、その商品の開発に成功しました。

1951年の創業以来、JOWISSA のスローガンは
"スイスメイドの魅⼒ある時計を魅⼒ある価格で
提供する"ことでした。この狙いは結果的に⾼品
質と洗練されたデザインが融合した時計をリー
ズナブルな価格で製造することに成功しました。

1983 年よりスイスのジュウ渓⾕で機械式時計
のみを制作し続け、2004 年にはヨーロッパで
最も権威ある "UHREN" で⾦賞の栄誉に輝いて
 います。

ユ

ユンハンスユンハンスご成約特典ご成約特典ユンハンスご成約特典

で⾦利⼿数


