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体を薄くし、カーブさせることにより着 「世界初の音叉式電子時計『アキュト
用時の腕へのフィット感を上げたこと。 ロン』の発売」など、数々の世界初を生

＋税）
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キーなブラックフェイスのオールメタル

的なフェイスも魅力のひとつ。
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オンにもオフにも適した上品かつ個性

み出してきた。

ブランドコンセプトは文字通り、“融
合”。今の時代を切り取りジェンダーレ

fusion」
をつけての投稿などで応援で
きる。

