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一瞬を大切にする人は、人生を大切にする人。

自分が今どこにいるのか。これからどこへ向かうのか。

見えなかった世界が見えたとき、進むべき道が見えてくる。

迷える時代に生きるすべての人を、

腕から支えるために生まれた「TRUME」。

刻々と変化する状況に対応し、未来を自らの手で切り拓く―。

アクティブに空間を駆け抜け、一瞬、そして人生を大切にする―。

そのような人と空間とをつなぐ、人生の羅針盤。

誰かと違うことを恐れることなく、

自分らしくあることに誠実であること―。

「TRUME」は、そんなあなたが新たなフィールドを目指すとき、

その挑戦を後押しするパートナーとなる。

―  「Not Watch But TRUME」―

その独創は時計を超えて、唯一無二の存在へ。

時計の在り方を
変えていく。
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必要ならばロボットも、人工水晶も。
とにかく全部自分たちで。

モノを形にする為に必要なものはなんでも自分たち
で作る。時計のパーツはもちろん、GPSモジュー
ルやモーターなどから、クオーツウオッチの要で
ある人工水晶、高精度ムーブメント組立を行うロ
ボットさえも自社製。設計、開発、デザイン、製造、
宣伝など、ほぼ全て自社で行っている。

国際技能競技大会にて
5大会連続優勝。

1977～1985 年に行われた国際技能競技大会：
時計修理職種において、エプソンの技能者たち
が 5大会連続金メダルを獲得。その後も国内大
会で数多くの金賞銀賞を受賞。世界最高峰の技
能は、連綿と若手に受け継がれている。

プリンターを作ったのは、
時計作りがきっかけ。

エプソンはプリンターを数多く製造しているが、実
は 1964年にスポーツ競技用のプリンティングタイ
マーを開発したのが始まり。これを機に生まれた
「EP-101」というプリンターの子供たち（SON）を
届けていこうと、エプソンブランドが誕生した。

実は、腕時計作っていました。
77年間ずっと。

エプソンの創業は 1942年。手巻きムーブメントの
部品製造・組立を出発点に長野県諏訪市で生ま
れた。以来ずっと腕時計を作り続けている。プリ
ンターやプロジェクターなど様々な製品を生み出し
てきたが、エプソンの原点は「腕時計」にある。

History  &  Manufacture
T RU M Eを創りだすエプソンの歴史と技

What’s TRUME ?

1969年、
世界初クオーツウオッチを開発。

今では当たり前となった腕時計に搭載されている
技術。時計史に革命をもたらした、世界初のクオー
ツウオッチを開発したのは、実はエプソン。さら
に技術を公開し、クオーツウオッチの世界的普及
にも寄与。誰もが正しい時間を持ち歩く事を進化
させ続けてきた。
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Technology & Function
T RU M Eを動かす技術

What’s TRUME ?

小さなケースの中に、GPSセンサー※ 1、気圧・高度セン
サー、方位センサー※ 2のすべてを内包。オリジナルの外
部センサー“エクスパンデッドセンサー”とも接続可能※ 3

といったマルチファンクションを実現しながら、光充電だ
けで稼働できる。身に着ける人のあらゆる瞬間を測りつ
くす、多彩な機能。美を追求した文字板に配されたアナ
ログの針が指し示す、“真の自分”。個性あふれるものづ
くりで、着ける・使う喜びを提供する―。これこそが、
エプソンが実現するウエアラブルイノベーションである。

※ 1： GPS 搭載モデルのみ。
※ 2：S Collection Airline Pilot、 C Collectionは非対応。
※ 3：L Collection エクスパンデッドセンサー付属モデルのみ対応。
※ SWING GENERATOR 搭載モデルは非対応。

Stopwatch  ストップウォッチ

Altimeter  高度計測

Barometer  気圧計測

Compass  方位計測

Way point  ウェイポイント

UVI  UVインデックス計測

Temp.  温度計測

Steps　  歩数計測

Calorie　  消費カロリー

Variometer　 バリオメーター（昇降計）

腕の動きで自ら発電し蓄電することができる画期的ムーブメント。たと
え暗闇でも動いていれば充電するため、光が届かない深い森や、洞窟
であっても、身につけている事で動き続ける。回転錘の振れを利用して
発電し、蓄電されたエネルギーでクオーツ回路とモーターを制御。また、
半年間使用しない場合、針の動きを一時的に止め、エネルギーを温存
する機能も搭載。

※ SWING GENERATOR 搭載モデルのみ対応。

SWING GENERATOR
スイングジェネレータ

エプソンが自社で開発した、高感度・低消費電力のGPS受信システム“サ
テライトリンク”※ 1。内蔵GPSモジュールは、国産の準天頂衛星システム
「みちびき」（初号機）に対応。GPS衛星電波のみで現在位置のタイムゾー
ンを特定、正確な時刻を表示する。他の電波などの併用は不要のため、
低消費電力も実現した。また、限られたケース内に、サテライトリンクと
ライトチャージをともに内包したTRUME。それを実現したのは、GPS
衛星電波を効率的に受信する“リングアンテナ”の技術である。リング形
状のアンテナを文字板より上に配置、さらに、セラミック製ベゼルの採用
により、受信感度を飛躍的に高めた。また、リング状にしたことで、光
をパネル全面で受けられるようになり、高い発電効率も実現。

SATELLITELINK
サテライトリンク

文字板裏側のソーラーパネルで光を受け、駆動エネルギーを発電す
る“ライトチャージ”機能※ 1。室内光の明るさでも充電できる。また、
3日以上光が当たらない場合に、針の動きを一時的に止めるスリープ機
能や、太陽光を捕捉して屋内外どちらの環境にいるかを識別し、屋内
では GPS電波の受信をストップさせるなど、きめ細かい省電力制御で
実動作時間を向上させている。

LIGHT CHARGE
ライトチャージ
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レザーか、ナイロンか。使うフィールドやその日のファッション、そし
て気持ちの変化によってバンドを替え、その素材の違いを楽しむこ
とができる。いつでも自分で容易にバンド交換が可能な引き通し仕
様なら、  TRUMEはあなたにいつもフィットする相棒になる。

＊モデルによってはバンド交換は取扱販売店での対応となります。

Band Exchange
バンドを替えて、気持ちを上げる

パーツの一つ一つにどの素材を使うか。そこにはすべて理由がある。
タフさ、精緻さ、仕上げの風合い、エージングの美しさ。たとえ加
工が難しい素材であっても、それが最適な素材であれば、技術の精
度を上げて配する。さらにバンドはチタン、ステンレスというメタル系
はもちろん、レザーやナイロンもカラーや素材、丁寧な仕立てにこだ
わっている。TRUMEに妥協という二文字は存在しない。

Mater ial
妥協なく選びぬいた素材

TRUMEは、それぞれのコレクションテーマによってパーツの仕上
げを使い分けている。例えば計器感を大切にした「S Collection 
Aviat ion」には、ケース側面にあえて粗い質感に仕上げるストーン
フィニッシュ（バレル研磨）を施し、道具として味わいを深める。そ
の一方高級感を表現するために、表面を熟練した職人だけができる
ヘアライン仕上げや鏡面仕上げに。ただの道具ではないが、高級な
だけのアクセサリーでもない。それが TRUME。

Finishing
細部の仕上げにこだわり抜く

フェイスには、傷に強いサファイアクリスタルを採用。SARコーティン
グを施すことで、光の反射を最小限に抑え、透明度を高めている。さ
らに時分針とセンター針、インデックスにはルミナスライトを塗布し、
暗闇での視認性を確保。文字板やベゼルに施す文字はオリジナルの
T2フォントを開発。飽くことのない味わいと高い視認性を両立した。

Visibil ity
視認性への飽くなき追究

What’s TRUME ?

Design Philosophy
T RU M Eに通底するデザインの真髄
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Aviation

＊バンド交換は取扱販売店での対応となります。

飛ぶ喜びを、腕に

グライダー等に採用されているバリオメーター（昇降計）を 10

時窓に搭載。1秒間の上昇 / 下降 (m/s)を計測し、飛行する感

覚と高揚感をアナログ針で表現する。さらに、現在地から登録

地への距離と方向を指し示す「ウェイポイント機能」は 9.9km、

99km、990kmと３つのレンジ切替が可能。空の旅でも楽しめる。

目指したのは航空計器の再現

日差しを受けても判読性を保つために、マットな文字板とコント

ラストの高い印刷色を採用。10時、2時位置のメタルリングはコッ

クピットを彷彿させるデザインに仕上げた。また、計測結果を示

す部分にはメーターフォントを採用し、細部まで空の計器として

こだわり抜いた。
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チタン・レザーバンド （ホーウイーン社製クロムエクセル）

TR-MB7012
¥286,000（¥260,000＋税）

メタルバンド付属

チタン・レザーバンド （ホーウイーン社製クロムエクセル）

TR-MB7007
¥286,000（¥260,000＋税）

メタルバンド付属

チタン・レザーバンド
TR-MB7006

¥275,000（¥250,000＋税）

メタルバンド付属

NEW

遠い日に抱いていた空への憧憬。

それは、はてしない自由とともに

コックピットで航跡を刻む計器への憧れでもあった。

針が小刻みに動くたびに、鼓動の目盛りも上がっていく。

デザイン、機能、素材、それらすべてに

空の計器としてのリアリティを追求した「S Collect ion Aviat ion」。

この時計が、あなたをあの空へ連れていく。

そこに、
空への憧れを
詰め込んだ。



Airline Pilot
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空港を起点に、都市から都市へ、

空を駆け巡るパイロットに向けて。

空の移ろいを思わせるカラー、空港を示す 3レターコード、 

タフでありながらエレガントなデザイン、

そのニーズを満たす機能。

 「S Collect ion Ai rl ine Pi lot」。  

その存在は、パイロットの信頼と責任感を支える、新たな相棒となる。

世界の空を、
駆け巡る腕に。  

ステンレス・レザーバンド
TR-MB5007

¥242,000（¥220,000＋税）

Color：紺
こんぺき
碧

メタルバンド付属
＊バンド交換は取扱販売店での対応となります。

ステンレス・レザーバンド
TR-MB5008

¥209,000（¥190,000＋税）

Color：漆
しっこく
黒

ステンレス・レザーバンド
TR-MB5009

¥220,000（¥200,000＋税）

Color：東
しののめ
雲

胸が高鳴る、
空港を示す 3レターコード

「Airline Pilot」の名を冠したこのモデルは世界主要 25の空港

コードをベゼル側面に配置。世界の空を駆け巡るパイロットの腕

に巻かれるツールに必要なものを考えたとき、空港コードは必然

となった。都市から都市へ。高揚感と実用性。それが 3レターコー

ドに込められている。

高度 3万フィートの
カラーバリエーション

航空機の窓から見える高度 3万フィートからの空。その中でとり

わけ印象的な空色をカラーバリエーションとして表現した。突き

抜ける鮮やかな青空「紺碧」。夜間飛行の静寂さと月あかりを彷

彿とさせる「漆黒」。そして夜明けの美しいドーンピンクを表現し

た「東雲」。あなたはどのカラーを選ぶだろうか。
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大自然を感じられるアースカラーの斬新な配色と

過酷なフィールドを恐れないマテリアル。

 タフでありながら、スタイリッシュさを忘れないデザイン。

 「 L Col lect ion -Break Line-」は、ともに大地を行くバディとして

あなたの冒険心に火をつける。

大自然に、
思いを馳せる。

−Break Line−

チタン・ナイロンバンド （コーデュラバリスティックナイロン）

TR-MB7013
¥242,000（¥220,000＋税）

Color：サバンナグリーン

チタン・レザーバンド （ホーウイーン社製クロムエクセル）

TR-MB7014
¥242,000（¥220,000＋税）

Color：キャニオンブラウン

アースカラーと未知なる大地へ

冒険心をかき立てる存在になるために、徹底的なこだわりから生

まれたアースカラーを採用。マットなゴールドのケースに艶のあ

るグリーンのベゼルが印象的な「サバンナグリーン」、チャコール

グレーとブラウンの組み合わせで大地の力強さを表現した「キャ

ニオンブラウン」。独創の色彩が実現した。

バリエーションで選べる、ナイロンとレザー

タフさで冒険を支えるコーデュラバリスティックナイロンバンド。

ナチュラルで肌触りの良いホーウイーン社製のクロムエクセルレ

ザーバンド。ともにへり返し仕立てで丁寧に仕上げた。行く場所

によって、その日の気分にあわせて自分で簡単に付け替えること

ができるよう、引き通し仕様を採用した。

NEW
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Limited Model

チタン・ナイロンバンド
(GAIFU ®)

TR-ME2001
¥88,000（¥80,000＋税）

チタン・ナイロンバンド
(コーデュラバリスティックナイロン )

TR-ME2002
¥88,000（¥80,000＋税）

チタン・ナイロンバンド
(GAIFU ®)

TR-ME2003
¥88,000（¥80,000＋税）

Limited Model

チタン・メタルバンド
TR-ME2007

¥99,000（¥90,000＋税）

チタン・メタルバンド
TR-ME2008

¥99,000（¥90,000＋税）

チタン・メタルバンド
TR-ME2009

¥99,000（¥90,000＋税）

チタン・レザーバンド
(ホーウイーン社製クロムエクセル )

TR-ME2004
¥88,000（¥80,000＋税）

チタン・レザーバンド
(ホーウイーン社製クロムエクセル )

TR-ME2005
¥88,000（¥80,000＋税）

販売店限定モデル※

チタン・レザーバンド
(ホーウイーン社製クロムエクセル )

TR-ME2006
¥88,000（¥80,000＋税）

光の届かない深い森や洞窟、

ジャケットで腕が覆われていても、

あなたが活動している限り、時計が自ら発電し、

駆動する「SWI NG GENER ATOR」を搭載。

未知の世界への挑戦者をサポートする、

機能美と耐久性を兼ね備えた頼れるバディとなる。

止まらない
好奇心のために。

NEW

時計のこれからを体現する機構

腕に着けていれば、あなたの動きで自ら発電し、

時間を刻み続ける「SWING GENERATOR」。

革新的な機能を持ちながら、時計としての美

しい姿を保ち、尽きることのない冒険心の相

棒となる。時代にあったエシカルな機構は、

時計のこれからを体現している。

−Break Line−

※取扱い販売店につきましてはHPをご覧ください。　※GAIFU ®は（株）東レの商標です。
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真の自分を映す独創の高機能ウオッチ「TRUME」。

GPSセンサーと様々な情報を

計測するセンサーを光充電で駆動。

世界中の「時間」はもちろん、

高度・気圧・方位・温度・紫外線など「空間」の変化から、

歩数・消費カロリーという「人間」の活動まで。

エプソンが創業以来磨き続けてきた最先端テクノロジーの融合が、

あなたのあらゆる瞬間を針の動きで測りつくす。

いざ、
アナログウオッチの
最先端へ。
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TR-MB8001
¥308,000（¥280,000＋税）

TR-MB8005
¥264,000（¥240,000＋税）

TR-MB8002
¥308,000（¥280,000＋税）

TR-MB7001
¥264,000（¥240,000＋税）

TR-MB8003
¥308,000（¥280,000＋税）

TR-MB7002
¥264,000（¥240,000＋税）

＊エクスパンデッドセンサー
対応モデル：TR-MB 8001 
/8002/8003/8005

チタン・レザーバンド／エクスパンデッドセンサー付 チタン・メタルバンド

チタン・メタルバンド／エクスパンデッドセンサー付

＊Bluetoothのワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG,Inc.が所有
する登録商標であり、セイコーエプソン株式会社はこれらのマークをライ
センスに基づいて使用しています。

EXPANDED SENSOR
エクスパンデッドセンサー

ウオッチ本体にて、気圧・高度・方位を計測。付属の

エクスパンデッドセンサーは、温度・紫外線・歩数・

消費カロリーを計測。各種データは Bluetooth® 通

信でウオッチ本体へ送られ、アナログ針で表示される。
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美錠やバネ棒パイプ、細部までこだわり抜いた、チタン素材。

気分やシーンにあわせて交換可能な、

レザーとナイロンバンド。

GPSセンサーを光充電で駆動し、

今いる場所の時間・高度・気圧・方位を

針で示すだけでなく、

人生の風合いまで刻み続ける独創の高機能ウオッチ。

この腕時計は、あなたで完成する。

時を刻み、
時に磨かれる。

気分で変化を楽しむ、
引き通しバンド 
（TR-MB7005/7010/7011）

ホーウイーン社製クロムエクセル

牛脂や蜜蝋などをブレンドした油脂でなめした革を

使用。自然で柔らかな肌ざわりを使い込むほどに楽

しめる。

コーデュラバリスティックナイロン

高い強度をもつナイロンを採用。内側にはきめの細

かい生地を使うことで肌あたりを良くし、ヘリ返し仕

立てで丁寧に仕上げた。

使い込むほどになじみ、色の変化も楽しめる
（TR-MB7005）

チタン・レザーバンド （ホーウイーン社製クロムエクセル）

TR-MB7005
¥264,000（¥240,000＋税）

ナイロンバンド付属 （コーデュラバリスティックナイロン）

チタン・メタルバンド
TR-MB7003

¥264,000（¥240,000＋税）

チタン・メタルバンド
TR-MB7004

¥275,000（¥250,000＋税）

マットな質感を楽しめるケースとバンド
（TR-MB7003）

あえてコーティング処理をせず、チタンの無垢な素

材感を楽しめるケースとバンド。その柔らかな表情

と、凛と輝く鏡面仕上げのりゅうずが織りなすコン

トラストも印象的。

Limited Model

チタン・ナイロンバンド （コーデュラバリスティックナイロン）

TR-MB7010
¥264,000（¥240,000＋税）

レザーバンド付属（ホーウイーン社製クロムエクセル）

Limited Model

チタン・ナイロンバンド （コーデュラバリスティックナイロン）

TR-MB7011
¥264,000（¥240,000＋税）

レザーバンド付属（ホーウイーン社製クロムエクセル）



＊バンド交換は取扱販売店での対応となります。
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大人の冒険心を、
かき立てるもの。

ステンレス・アドバンレザーレッド
TR-MB5004

¥203,500（¥185,000＋税）

メタルバンド付属

ステンレス・アドバンレザーブルー
TR-MB5005

¥203,500（¥185,000＋税）

メタルバンド付属

ステンレス・アドバンレザーグリーン
TR-MB5006

¥203,500（¥185,000＋税）

メタルバンド付属

色合いの変化を楽しむ
アドバンティック仕上げ

ブラッシュオフ仕上げの一種である、アド

バンティック仕上げはカラーの上に濃色の

ベールを塗布し、部分的に擦り取る手法。

使うほどに一層目の下から二層目の塗装

が少しずつ現れ、自分だけの色合いの変

化を楽しめる。さらに、交換用のメタルバ

ンドを付属。オリジナリティを感じられる

アドバンレザー、シックな印象のメタル、

違う表情を味わうことができる。

使い込むほどに表れる
独特な濃淡が美しい

TR-MB5006
アドバンレザーグリーン

TR-MB5006
メタルバンド

＊お客様の使用状況によりバンドの色合いの変化の仕方は異なります。 ＊バンド交換は取扱販売店での対応となります。

−Break Line−

Break、それはオフをもっと楽しむこと。

Break、それは新しいフィールドへ向かうこと。

都会で生きる大人たちをスタイリッシュに支える「C Collect ion」に

大人の冒険心をかき立てる「C Collect ion － Break Line－」をラインアップ。

二層目から鮮やかな色が立ち上がる

アドバンティック仕上げのバンドを腕に。

新しい自分と新しい時間へ。



25 26

都市で役立つ機能を搭載した
“素のTRUME”

GPSセンサーにより 29 都市と 39 のタイムゾーンに対応した時

刻表示。また、深遠な黒色の文字板に白い針というコントラスト

で高い視認性を実現した。ケースとバンドはステンレス 316L 材

にヘアライン加工を施し、重厚感ある輝きを放つ。

ステンレス・メタルバンド
TR-MB5001

¥192,500（¥ 175,000＋税）

ステンレス・メタルバンド
TR-MB5002

¥203,500（¥185,000＋税）

ビジネスに映える
アーバンなデザイン

クールかつモダンなモノトーンの色調、スタンダードな３列バン

ド、そして高精細にレーザー刻印されたセンター針用の 100 分

割値で、ビジネスシーンにおける実用性と高級感を追求した。
ご注意 ●永くご愛用いただくためには定期的なメンテナンスをお勧めします。 ●ご
使用に際しては、同梱の取扱説明書をよくお読みください。 ●革製品には、元々の
動物の傷痕やシワ、血管の痕、色ムラなどが表面に出ていることがありますが、こ
れは天然皮革の特性ですのでご了承ください。 ●革製品は蛍光ランプや太陽光な
どの下に長時間放置しますと色あせを生じることがあります。また、雨や水に濡れ
ると色が落ちることもありますのでご注意ください。 ●このカタログに記載の価格お
よび仕様、デザインは2020年9月1日現在のものです。技術改善等により、予告

なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。 ●会社名、商品名は各社
の商標、または登録商標です。 ●Bluetooth のワードマークおよびロゴは、
Bluetooth SIG,Inc. が所有する登録商標であり、セイコーエプソン株式会社はこ
れらのマークをライセンスに基づいて使用しています。 ●本製品に関するお問い合わ
せおよびサポート、カタログ記載内容については国内限定とさせていただきます。  
●このカタログに記載の価格はメーカー希望小売価格であり、実際の価格は各販
売店でご確認ください。

駆動方式
ケース材質

レザー/チタン レザー/チタン レザー/チタン レザー レザー

サファイアクリスタル サファイアクリスタル サファイアクリスタル サファイアクリスタル

サファイアクリスタル（内面蒸着）－－－

22mm22mm 22mm 22mm22mm 22mm 22mm 22mm 22mm 22mm 22mm 22mm 22mm 22mm 22mm 22mm22mm

SARコーティング
（両面無反射コーティング）

SARコーティング
（両面無反射コーティング）

SARコーティング
（両面無反射コーティング） 内面無反射コーティング

なし

チタン（ベゼル部：セラミック） チタン（ベゼル部：セラミック）

型番

バンド材質

ガラス材質（表）

ガラス材質（裏）

バンド幅（かん幅）

ケースコーティング

ガラスコーティング

サイズ（ボタン・
りゅうず含まず）

レザー/ステンレス ナイロン レザー レザー レザー レザー チタン チタン チタンナイロン ナイロン ナイロン

プロテクトコーティング
（表面硬化処理）

プロテクトコーティング
（表面硬化処理）

プロテクトコーティング
（表面硬化処理）

プロテクトコーティング
（表面硬化処理）

ステンレス（ベゼル部：セラミック）
ライトチャージGPS衛星電波修正 ライトチャージGPS衛星電波修正ライトチャージGPS衛星電波修正 SWING GENERATOR

チタン（ベゼル部：セラミック）

TR-MB7007TR-MB7012 TR-MB7006 TR-MB5007 TR-MB5008 TR-MB5009 TR-MB7013 TR-MB7014 TR-ME2001 TR-ME2002 TR-ME2003 TR-ME2004 TR-ME2005 TR-ME2006 TR-ME2007 TR-ME2008 TR-ME2009

保証期間 ●ライトチャージGPS衛星電波修正モデルは、お買い上げから1年となります。 ●TRUME公式
ホームページからのお申込み、または商品同梱の保証書発行請求はがき（仮保証書）のご送付により2年
へ保証延長されます。 ●SWING GENERATORモデルはお買い上げから2年となります。 ●SWING 

GENERATOR 搭載モデルについては、製品に保証書の同梱はありません。指定の登録サイトより保証書
発行請求をお申込みいただくと、購入年月日より2年間の保証書が発行されます。
※保証の対象部分は、ウオッチ本体と金属バンド、およびエクスパンデッドセンサー本体です。
※エクスパンデッドセンサーについては保証延長の対象外となります。

※１：GPS受信による時刻修正が行われない場合、
かつ気温5℃～35℃において腕に着けた場合　
※2：フル充電でパワーセーブが作動せず且つ充電
もしない場合
※3：フル充電でスリープ機能が作動した場合　
※4：ライトチャージとは、太陽や蛍光灯などの光
を電気エネルギーに換えて充電する機能です。

平均月差：±15秒※1 平均月差：±15秒※1精度 平均月差：±15秒※1 平均月差：±15秒
約6ヶ月※2

約2年※3

約6ヶ月※2

約2年※3
駆動時間

約6ヶ月※2

約2年※3

約6ヶ月

ライトチャージ※4 ライトチャージ※4 ライトチャージ※4 自動巻発電充電
10気圧防水（ねじ式りゅうず） 10気圧防水（ねじ式りゅうず） 10気圧防水（ねじ式りゅうず） 10気圧防水（ねじ式りゅうず）防水

－ － － ◯ （時差修正機能付）

－

-10℃～+60℃ -10℃～+60℃ -10℃～+60℃ -10℃～+60℃
24時針 (GMT)

動作温度

スペック
［ウオッチ本体］

縦57.2mm ×横46.3mm
×厚さ15.5mm

縦57.2mm ×横45.9mm
×厚さ15.5mm

縦57.2mm ×横46.3mm
×厚さ15.5mm

縦52.9mm ×横45.4mm
×厚さ12.4mm

駆動方式
ケース材質

ナイロン/レザー ナイロン/レザー チタン レザー/ナイロン アドバンレザー/
ステンレス

アドバンレザー/
ステンレス

アドバンレザー/
ステンレス

サファイアクリスタル サファイアクリスタル サファイアクリスタル
22mm22mm 22mm 22mm22mm 22mm 22mm 22mm 22mm22mm

SARコーティング
（両面無反射コーティング）

SARコーティング
（両面無反射コーティング）

SARコーティング
（両面無反射コーティング）

なし なし なしなし

チタン（ベゼル部：セラミック） ステンレス（ベゼル部：セラミック） ステンレス（ベゼル部：セラミック）

型番

バンド材質

ガラス材質（表）
バンド幅（かん幅）

ケースコーティング

ガラスコーティング

サイズ（ボタン・
りゅうず含まず）

チタン ステンレス ステンレス

プロテクト
コーティング

（表面硬化処理）

プロテクト
コーティング

（表面硬化処理）

プロテクト
コーティング

（表面硬化処理）

ライトチャージGPS衛星電波修正 ライトチャージGPS衛星電波修正ライトチャージGPS衛星電波修正
TR-MB7011TR-MB7010 TR-MB7003 TR-MB7004 TR-MB7005 TR-MB5004 TR-MB5005 TR-MB5006 TR-MB5001 TR-MB5002

平均月差：±15秒※1精度 平均月差：±15秒※1 平均月差：±15秒※1

約6ヶ月※2

約2年※3
駆動時間

約6ヶ月※2

約2年※3

ライトチャージ※4 ライトチャージ※4

約6ヶ月※2

約2年※3

ライトチャージ※4充電
10気圧防水（ねじ式りゅうず） 10気圧防水（ねじ式りゅうず） 10気圧防水（ねじ式りゅうず）防水

24時針 (GMT)

-10℃～+60℃ -10℃～+60℃ -10℃～+60℃動作温度

スペック
［ウオッチ本体］

縦57.2mm ×横46.3mm
×厚さ15.5mm

縦57.2mm ×横45.9mm
×厚さ15.5mm

縦57.2mm ×横45.9mm
×厚さ15.5mm

サファイアクリスタル

－ － －ガラス材質（裏） －

SARコーティング
（両面無反射コーティング）

チタン（ベゼル部：セラミック）

チタン チタン チタン チタン チタンレザー

20mm

TR-MB8001 TR-MB8002 TR-MB8003 TR-MB8005 TR-MB7001 TR-MB7002

プロテクトコーティング
（表面硬化処理）

ライトチャージGPS衛星電波修正

平均月差：±15秒※1

約6ヶ月※2

約2年※3

ライトチャージ※4

10気圧防水（ねじ式りゅうず）
－ － － －

-10℃～+60℃

縦 60.2mm ×横48.6mm
×厚さ15.5mm

-Break Line-

-Break Line-Aviation Airline Pilot



カタログコード：CLT R M SG 6A（2020年9月1日）


	総合カタログ表紙
	TRUMEブランドコンセプト
	History & Manufacture
	Technology & Function
	Design Philosophy
	4コレクションイメージ
	S Collection Aviation
	S Collection Airline Pilot
	L Collection -Break Line-
	L Collection -Break Line- SG
	L Collection
	M Collection
	C Collection -Break Line-
	C Collection / スペック一覧
	総合カタログ背表紙



