
［陸上自衛隊］
レディースモデル
S789L-01

［航空自衛隊］
レディースモデル
S789L-02

［ 統合］
レディースモデル
S789L-04

12 時の位置にダイヤモンドをあしらったレディースモデルLadies

自衛隊時計の標準モデルJSDF Standard

JAPAN GROUND
SELF-DEFENSE
FORCE

JAPAN MARITIME
SELF-DEFENSE
FORCE

JAPAN AIR
SELF-DEFENSE
FORCE

■ナイロンベルト /メタルベルト　■100M 防水（10 気圧） ■ケース径：38mm ■重量：65g（ナイロンベルト）/125g（メタルベルト） 
■日本製

［陸上自衛隊モデル］
S455M-01/S455M-09

［海上自衛隊モデル］
S455M-03/S455M-11

［航空自衛隊モデル］
S455M-02/S455M-10

100m 防水 100m 防水 100m 防水

陸上自衛隊のカモフラージュ
パターンをダイヤルに施した
レンジャーモデル

Ranger

■バリスティックナイロンベルト
■100M防水（10気圧）
■ケース径：42.5mm ■重量：75g ■日本製

［JSDF 迷彩スタンダード］
S715M-08

100m 防水
レンジャーの
部隊章を刻印

JSDF Solar Standard
フル充電で6 ヶ月稼働。
自衛隊時計の新標準モデル

■バリスティックナイロンベルト/メタルベルト ■100M防水（10気圧） ■ケース径：42.5mm ■重量：75g（ナイロンベルト）/145g（メタルベルト） ■日本製

ダイヤル、ケースバックには
陸上自衛隊の正式エンブレムを採用

［陸上自衛隊モデル］
S715M-01/S715M-04 100m 防水

ダイヤル、ケースバックには
海上自衛隊の正式エンブレムを採用

［海上自衛隊モデル］
S715M-03/S715M-06

ダイヤル、ケースバックには
航空自衛隊の正式エンブレムを採用

［航空自衛隊モデル］
S715M-02/S715M-05 100m 防水100m 防水

CHRONICLE EDITION

［海上自衛隊］
レディースモデル
S789L-03

裏蓋にはJSDFの刻印 バックルにJSDFのロゴが入る 12時の位置には女性らしい
ダイヤモンドのあしらい

■SUS316L ステンレス 無垢バンド ■5 気圧防水　■ケース径：33mm 
■重量：70g ■日本製

5 気圧防水

サファイヤガラス、メタルベルトを使用し、現場でよ
り長く使える仕様へ進化するとともに、12 時位置には
ダイヤモンドを入れ、女性らしさも表現されています。 
女性はもちろんのこと、男性からのプレゼントとしても
喜んで頂ける本格的な時計となっています。

※令和 4 年 9月より価格を変更となります。

有効期限 令和5年3月

掲載商品に関するお問い合わせ：03-5846-0811　メンテナンス・アフターサポート：03-6803-0045

h t t p s : // w w w . k e n t e x - j p . c o m

協力／防衛省　統合幕僚監部　陸上幕僚監部　海上幕僚監部　航空幕僚監部

株式会社ケンテックスジャパン

〒110-0005 東京都台東区上野 5-5-8 IMI ビル

TEL：03-5846-0811（代表）／ FAX：03-5846-0812
Email：kentex@kentex-jp.com

ブルーインパルス
60th Anniversary

陸上自衛隊ソーラープロ
航空自衛隊ソーラープロ
海上自衛隊ソーラープロ

Ｓ801M-01
Ｓ802M-01
Ｓ803M-01

27,500円
22,770円
27,500円
22,770円
27,500円
22,770円
17,600円
16,500円
12,100円
16,500円
12,100円
16,500円
12,100円

85,800円
660,000円
660,000円
28,600円
25,300円
25,300円
25,300円
25,300円
49,500円
24,200円
39,600円
38,500円
38,500円

ブルーインパルスソーラープロ Ｓ802M-03

［ 協 力 ］防衛省・統合幕僚監部・陸上幕僚監部・海上幕僚監部・航空幕僚監部

防衛省共済組合本部登録商品のご案内

自衛隊 腕時計
J S D F  W AT C H  S E R I E S

表 1　(199mm）表 4　(210mm）P1　(207mm）
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P4　(207mm）P3　(210mm）P2　(199mm）

■100M防水 （10気圧防水） ■ケース径：44mm ■重量：135g ■日本製

［Blue Impulse 60th Anniversary］
チタンクオーツ「T-4 エディション」 S793M-01

2020個
限定生産

1960個
限定生産 100m 防水

チタン製ケースバックには、「60th ANNIVERSARY」
の文字とともに、シリアルナンバーを刻印。

インデックスと針は、ブルー
の蓄光塗料で夜間の視認
性を確保。

1 日から 7 日まで垂直尾翼を
モチーフにしたデザインの「ブ
ルー WEEK」カレンダー。

チタンベゼルには回転計算
尺を搭載。フライトに必要
な計算が可能。

風防ガラスは、T-4 のキャ
ノピーを彷彿させるドーム
形状を採用。

変わらぬ原点。止まらない進化。

CHRONICLE EDITION TENRYU EDITION
CHRONICLE　60年の進化
日本で初めて航空アクロバットに挑んだ初代
F-86F、国産初の高等練習機として日本の航空
産業の復活の原動力となった2代目T-2、その性
能からアクロバットの飛行演目が大きく飛躍し
た3代目T-4。60年間3代にわたり、ブルーインパ
ルスは挑戦と進化の歴史を紡ぎ続けています。

T-2

■100M防水（10気圧防水） ■ケース径：44mm 
■重量：メタルブレスレット165g・アリゲーターストラップ130g ■日本製

［Blue Impulse 60th Anniversary］
プレミアムオートマチック「クロニクルエディション」 
S793X-01

CHRONICLE EDITION
TENRYU EDITION

共通仕様

60個
限定生産

100m 防水

型打ち立体成型されたパイ
ロットと、オリジナルデザ
インのブルーローター。

1 日から 7 日まで垂直尾翼を
モチーフにしたデザインの「ブ
ルー WEEK」カレンダー。

国産自動巻きクロノグラフの
最高峰ムーブメント、「SEIKO 
NE88」を採用。

オーナー自身で交換可能な
ブルーの本アリゲータース
トラップを付属。

85% スケールで完全再現したレ
プリカヘルメットのパッケージ。

天然白蝶貝のブルーシェルに、サブダイヤル
には F-86F、T-2、T-4 の機体をデザイン。
ブルーの蓄光塗料で暗所にも対応。

語り継ぐために、幻の天竜ブルーが完全復刻。

天竜
「黄金のブルーインパルス」
ブルーインパルス創世期、隊長機である1番
機だけが金色に塗装された時期がありまし
た。金色塗装には本物の金粉が使われたた
め、そのコストから1機のみの幻の「黄金のブ
ルーインパルス」となりました。

F-86F

■100M防水（10気圧防水） ■ケース径：44mm 
■重量：メタルブレスレット165g・アリゲーターストラップ130g ■日本製

［Blue Impulse 60th Anniversary］
プレミアムオートマチック「TENRYUエディション」
S793X-02 60個

限定生産

100m 防水

天然白蝶貝のブルーシェルに、サブダイヤルには
F-86Fの機体とチェッカーパターンをデザイン。
ブルーの蓄光塗料で暗所にも対応。

SERIES 自衛隊シリーズ

ケースをブルーＩＰ加工、
ケースバックにＴ-４を刻印した特別モデル

ブルーＭＯＰダイヤル採用の
レディースモデル

100m 防水 5 気圧防水

Solar Standard Ladies

［ブルーインパルス　ソーラースタンダード］
 S715M-07

「J-SOLAR」とは、ケンテックス社の販売する
自衛隊シリーズにソーラー発電機能を搭載したモデルです。 ※参考環境下における参考数値です。

※実際の商品は一部写真と異なる
　場合がございます。

■バリスティックナイロンベルト ■100M 防水（10 気圧）
■ケース径：42.5mm  ■重量：75g（ナイロンベルト） ■日本製

［ブルーインパルス　レディースモデル］
S789L-05

■SUS316L ステンレス 無垢バンド ■5 気圧防水　■ケース径：33mm 
■重量：70g ■日本製

ブルーインパルス T-4 を
刻印

12 時位置にダイヤモンド
のあしらい

ブルーインパルス T-4 を
刻印

KENTEX JSDF（自衛隊） シリーズは 、自衛隊員向けの性能やコストパフォーマンスが評価され、
陸、海、空各幕僚監部（自衛隊）協力のもと継続的に製品開発が行われています。

New

New

進化は止まらない。
Ｔ-４ブルーの栄光を腕に。

T-4 EDITION

ブルーインパルスモデルから、
ソーラー発電式クロノグラフの新作が登場。

Blue Impulse Solar Pro

自衛隊プロフェッショナルモデルが更なる進化を遂げ、新登場！

JSDF Solar Pro

T-4 ブルー
1960 年の部隊創設以来、国民に勇気と
感動を与え続けてきた航空自衛隊のアク
ロバット飛行隊「ブルーインパルス」。そ
の現役の機体である T-4 ブルーは、1996
年から運用されている炭素系複合材など
の新技術を採用した純国産の戦技研究仕
様機です。

T-4

隊員が任務でも使用できる実用性を重視したク
オーツ式の駆動方式をベースに、外装は、軽さ
と強さの両方に優れた金属である“チタン”を
ケースとベルトの両方に採用。チタンは、比重
は鉄の約半分でありながら、強さは鋼に匹敵す
る強度を持ち、戦闘機の機体やエンジンにも多
用される先進素材です。ベゼルにはフライトコ
ンピュータとして使用できる精密な回転計算尺
を搭載。万が一、計器故障等により推測航法と
なっても、パイロットはこの時計を使って速度、
距離、時間、燃料を素早く計算することが可能
となります。
自衛隊時計として、航空パイロットのプロユー
スに応える専用設計となっています。

T-4ブルーへのリスペクトと
航空パイロットの実用へのこだわり

裏蓋には T-4 の機体デザインとともに限定シリアルナン
バーを刻印。

６時位置には航空自衛隊幕
僚監部協力によるブルーイ
ンパルスの公式エンブレム
を、12 時には T-4 機体がそ
れぞれデザインされている。

クロノグラフは、1/20 秒ま
で正 確に計 測が 可 能で、
60 分の積算計も搭載。

バックルは、操作しやすいダ
ブルプッシュ式 3 つ折れバッ
クルで、誤作動を防止するセー
フティロック部には「Blue 
Impulse」のロゴが入る。

アクセサリーとして強度、軽量性、耐水性に優れ軍事
用にも使用される CORDURA ナイロン製の NATO ベ
ルトを付属。ベルト交換は専用ツールが不要なワンタッ
チ式で、手軽にベルト交換が楽しめる。

ベゼルには、万が一の航空
計器故障などの際に速度
計算や燃料計算が可能な
フライトコンピュータ（回
転計算尺）機能を装備。

時計本体は電池交換が不要なソーラー発
電式モジュールに、1/20秒クロノグラフと
フライトコンピュータ（回転計算尺）を備え
た本格パイロット仕様。盤面6時位置には、
航空自衛隊幕僚監部協力によるブルーイン
パルス公式エンブレムがデザイン。更に、ブ
ルーインパルスモデルだけのスペシャルア
クセサリーとして、CORDURAナイロン製
のNATOベルトが付属し、専用ツール不要
のワンタッチ構造で簡単にベルト交換が楽
しめる。T4機体とパイロットがデザインさ
れたスペシャルギャランティーカードと、専
用プラスチックボックスとともにお届け。

ブルーインパルスの設立年にちなんだ1960本限定生産。
ソーラー発電式クロノグラフの新作。

非常時に太陽光の強い光が時計のステンレス色に反射
して光ってしまう事のないように時計をマジックで黒く塗
りつぶすといった、隊員のリアルな声を反映したマットな
オールブラックIP仕様。ソーラー発電式により突然の電
池切れの心配がなく、電池交換も不要。ガラスには耐傷
性を高めるDLCコーティング加工を施し、文字盤とベゼ
ルにはテレメーターとカウントダウン計測目盛りといった
任務を支える計測機能が実装されている。実用性と堅牢
性を兼ね備えた自衛隊モデルの上位機種が誕生。

ソーラー発電式で突然の電池切れの心配が無く、電池
交換不要。ISO6425ダイバーズウォッチ規格に準拠する
200M潜水防水性能を備え、「航海に出ると、曜日感覚
がなくなる」という隊員のリアルな声を反映するデイデイ
トカレンダーを搭載。逆回転防止機能付きのダイバーベ
ゼルに加えて、インナー回転ベゼルに方位計を備え、目
印のない大海原でも時間と太陽の位置から方位を知る
ことが出来る設計。海上自衛隊ならではのニーズに応え
る、国産の本格ソーラーダイバーズが誕生。

ソーラー発電式で突然の電池切れの心配が無く、電池
交換不要。1/20秒単位の時間計測が可能なクロノグラ
フを新たに搭載し、ベゼルには本格パイロットウォッチ
にふさわしいフライトコンピュータ（回転計算尺）を装
備。万が一の航空計器故障などの際も、速度計算や燃
料計算が出来る航空時計ならではの専用仕様が特徴。
さらにパイロットウォッチでありながら10気圧防水（１０
０Ｍ相当）の強化防水設計で、航空自衛隊の日々の任
務を支える本格仕様となっている。

■100M防水 （10気圧防水） 
■ケース径：41mm ■重量：165g ■日本製

［陸上自衛隊ソーラープロ］
Ｓ801M-01 100m 防水

■200M潜水防水（ISO6425ダイバーズ規格） 
■ケース径：42.5mm ■重量：175g ■日本製

［海上自衛隊ソーラープロ］
Ｓ803M-01 200M 潜水防水

■100M防水 （10気圧防水） 
■ケース径：41mm ■重量：150g ■日本製

［航空自衛隊ソーラープロ］
Ｓ802M-01 100m 防水

１２時位置には日本の国旗
と陸上自衛隊を意味する

「ＪＧＳＤＦ」の正式ロゴが入
る。
６時のインダイヤルには、
幕僚監部協力による陸上自
衛隊の正式なエンブレム

（徽 章）が デ ザインされ、
日本で唯一防衛省共済組
合登録商品となっている腕
時計にふさわしい誇り高き
デザイン。

裏蓋には防衛省陸上自衛隊の
文字とともに公式のエンブレム
を刻印。

ガラスは、K1硬質ガラスに、更に耐傷性を
高めるDLC(Diamond Like Carbon)コー
ティングが施され、傷がつきにくい設計。

戦車のキャタピラをモチーフとしたデザ
インのメタルベルトは、反射を抑える
ブラック IP コーティング仕上げ。

インデックスと針にはスーパールミナ
ス（強蓄光）を採用し、夜間の視認性
もしっかり確保している。

１２時位置には日本の国旗と海
上自衛隊を意味する「ＪMＳＤＦ」
の正式ロゴが入る。９時位置に
は、幕僚監部協力による海上自
衛隊の正式なエンブレムがデザ
インされ、日本で唯一防衛省共
済組合登録商品となっている自
衛隊時計にふさわしい誇り高き
デザイン。航海に出ると曜日感
覚がなくなるという海上自衛隊員
ならではのリアルな声を反映する
デイデイトカレンダーを搭載。

裏蓋には防衛省海上自衛隊の
文字とともに公式エンブレムを
刻印。

文字盤外周には２時位置リューズで操作が可
能なインナー回転式の方位計を備え、大海原
でも太陽の位置と時刻から方位が分かる。

ベルトは、錆に強い SUS316L ステンレ
スを使用し、ミラーとヘアライン仕上げの
組み合わせで高級感のある仕上がり。

インデックスと針にはスーパールミナ
ス（強蓄光）を採用し、夜間の視認性
もしっかり確保している。

３時位置には日本の国旗と航
空自衛隊を意味する「ＪAＳＤ
Ｆ」の正式ロゴが入る。６時
位置には、幕僚監部協力に
よる航空自衛隊の正式なエン
ブレム（徽章）がデザインされ、
日本で唯一防衛省共済組合
登録商品となっている自衛隊
時計にふさわしい誇り高きデ
ザイン。

裏蓋には防衛省航空自衛隊の
文字とともに公式エンブレムを
刻印。

クロノグラフは、1/20秒まで正確に計
測が可能で、60分の積算計も搭載。

ベゼルには、万が一の航空計器
故障などの際に速度計算や燃料
計算が可能なフライトコンピュータ

（回転計算尺）機能を装備。

インデックスと針にはスーパールミナ
ス（強蓄光）を採用し、夜間の視認性
もしっかり確保している。

■100M防水 （10気圧防水） ■ケース径：41mm 
■重量：メタルベルト装着時150g、CORDURAベルト装着時80g ■日本製

［ブルーインパルス　ソーラープロ］
Ｓ802M-03 100m 防水

フル充電の稼働時間 充電時間

６ヶ月
（発電なしの状況）

５時間（太陽光下） / 
参考環境１０００Klx

４７時間(蛍光灯下) /
 参考環境３０００Lx

装着しながら常時充電可能
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