日本時計協会

一般社団
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計 協 会 と 、こ
ど も の 職 業・
社会体験施
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クライトに浮かび上がるものを合わ
せると、楽しく泳ぐ25頭のイルカ・ク

日本時計協会の新会長に
シチズン佐藤社長が就任

プリケーション「シチズン エコ･ドライ

レディダイヤシリーズの
世界的パティシエ限定ウオッチ第2弾

売され、
スイーツのような可愛らしさの

今回のスペシャルモ

「アイサーチ・ジャパ

5月23日に発表され話題となった。
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げるなど、
日本との関わりが深いピエー

価格は共に12万円＋税。限定数量
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