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バイヤーの期待感高まり、
例年以上に賑わう
JAPAN WATCH COLLECTION 2018

www.rosyblue.com

シチズン時計㈱とセイコーウオッチ㈱の2社共催による
「JAPAN WATCH COLLECTION 2018

Speing & Summer」
が、2月7・8日、東京・水天宮にあるロイヤルパークホテルで開催された。厳しい市況
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「MOVE JAPAN〜動かせニッポン〜」
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