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■■P3

■■P20

『いつも愛用するフォルティスは、ずっと連れ添ってきた仲間であり、友人
であり、頼れるツールだ』

100年以上フォルティスの時計はスイスを離れ世界を旅している
25年以上フォルティスの時計はスイスを離れ宇宙を旅している

フォルティス オーナー ユップ・フィリップ
オフィシャル・コスモノート クロノグラフ／ Ref.638.10.11M

P4－P11 オフィシャル・コスモノート アマディ 18

Valjoux 7750、自動巻、時・分・秒表示、デイデイト表示、クロノグラ
フ、タキメーター、逆回転防止ベゼル、時・分針＆クロノグラフ秒針と
インデックスはスーパールミノバ仕上げ。

■■P6
先が見えない道や、希望のない場所は存在しない
新たに創造し、未知を探求する意志こそが原動力となる

ステンレススチールケース＆ブレスレット、両面無反射サファイアクリ
スタル、ケース直径42mm、20気圧防水。
本体価格 340,000円。
※三針モデル（Ref.647.10.11M：本体価格 200,000円）もございま

■■P11
その信念にもとづいて、オマーンのドファール砂漠で行われている火星シ

す。

ミュレーション、
オーストリア宇宙フォーラム
「アマディ」各国合同プロジェ
クトと提携
火星への有人探査飛行ミッションの準備が、着々と進められている
オフィシャル・コスモノート アマディ 18 ／ Ref.638.18.91LP
Valjoux7750、自動巻、時・分・秒表示、デイデイト表示、クロノグラ
フ、タキメーター、逆回転防止ベゼル、時・分針＆クロノグラフ秒針と
インデックスは暗所でブルーに光るスーパールミノバ仕上げ。
ステンレススチールケース
（ブラックPVD仕上げ）
、特殊加工のカーフ
ストラップ、両面無反射サファイアクリスタル、ケース直径42mm、20
気圧防水。
本体価格 345,000円。

P22－P33 クラシック・コスモノート スチール
■■P24－25
クラシック・コスモノート スチール リミテッド・エディション／
Ref.401.21.72M
Valjoux7750、自動巻、時・分・秒表示、デイデイト表示、クロノグラ
フ、タキメーター、アプライドインデックス、ダイヤルは暗所でグリー
ンに光るスーパールミノバ仕上げ。
ステンレススチールケース&ブレスレット、スクリューガード付きねじ
込み式プッシャー、シースルーバック、両面無反射サファイアクリスタ
ル、ケース直径42mm、10気圧防水、世界限定100本。

P12－21 オフィシャル・コスモノート クロノグラフ
■■P14
フォルティスの軌跡は製品にも反映されている
小規模・独立メーカーとして、トレンドは追わない
■■P19
個性的な時計に心を奪われる。ユーザーに役立つ時計をつくることが
我々のミッション
プロフェッショナルにとって、フォルティスは堅牢で頼れるパートナー

本体価格 355,000円。
■■P26－P29
時間計測のための信頼できる時計をつくる。これがフォルティスの掲げ
る企業理念
一切の妥協はない

クラシック・コスモノート スチール a.m. ／ Ref.401.21.12M

ストラトライナー セラミック p.m. ／ Ref.401.26.31LP

Valjoux 7750、自動巻、時・分・秒表示、デイデイト表示、クロノグラ

Valjoux7750、自動巻、時・分・秒表示、デイデイト表示、クロノグラ

フ、タキメーター、時・分針＆クロノグラフ秒針とアプライドインデッ

フ、タキメーター、時・分針とアプライドインデックスは暗所でグリー

クスはスーパールミノバ仕上げ。

ンに光るスーパールミノバ仕上げ。

ステンレススチールケース&ブレスレット、スクリューガード付きねじ

ステンレススチールケース、セラミックス製ベゼル、スクリューガード

込み式プッシャー、シースルーバック、両面無反射サファイアクリスタ

付きねじ込み式プッシャー、シースルーバック、特殊加工のカーフスト

ル、ケース直径42mm、10気圧防水。

ラップ、両面無反射サファイアクリスタル、ケース直径42mm、10気

本体価格 300,000円。

圧防水。
本体価格 285,000円。

■■P30－P33
スチール、グリーン、オレンジ。それがフォルティス

■■P40－P41
圧倒的スピードで成層圏の飛行が可能となり、旅行・輸送は別次元に突入

クラシック・コスモノート スチール p.m. ／ Ref.401.21.11M

夜光塗料スーパールミノバを使用し、高速下でも視認性は抜群

Valjoux 7750、自動巻、時・分・秒表示、デイデイト表示、クロノグラ
フ、タキメーター、時・分針＆クロノグラフ秒針とアプライドインデッ

ストラトライナー セラミック a.m. ／ Ref.401.26.32LP

クスはスーパールミノバ仕上げ。

Valjoux7750、自動巻、時・分・秒表示、デイデイト表示、クロノグラ

ステンレススチールケース&ブレスレット、スクリューガード付きねじ

フ、タキメーター、アプライドインデックス、ダイヤルは暗所でグリー

込み式プッシャー、シースルーバック、両面無反射サファイアクリスタ

ンに光るスーパールミノバ仕上げ。

ル、ケース直径42mm、10気圧防水。

ステンレススチールケース、セラミックス製ベゼル、スクリューガード

本体価格 300,000円。

付きねじ込み式プッシャー、シースルーバック、特殊加工のカーフスト
ラップ、両面無反射サファイアクリスタル、ケース直径42mm、10気
圧防水。

P34－P41 ストラトライナー セラミック

本体価格 285,000円。

■■P36－P37

P42－47 スペースマティック
ストラトライナー オールブラック リミテッド・エディション／ Ref.
401.26.37LP
Valjoux7750、自動巻、時・分・秒表示、デイデイト表示、クロノグラ
フ、タキメーター、時・分針はスーパールミノバ仕上げ、アプライドイン

■■P44－P45
ジェミニ宇宙飛行計画のクルーが身に着けたスペースマティック”ar”
(all riskオールリスク) は1960年代のモデル

デックス。
ステンレススチールケース、セラミックス製ベゼル、スクリューガード

スペースマティック スチール／ Ref.623.10.18

付きねじ込み式プッシャー、シースルーバック、特殊加工のカーフスト

ETA2836-2、自動巻、時・分・秒表示、デイデイト表示
（曜日は英語、

ラップ、両面無反射サファイアクリスタル、ケース直径42mm、10気

ドイツ語の二カ国語選択可能）
、時・分針および数字とインデックス

圧防水、世界限定 200本。

は暗所でグリーンに光るスーパールミノバ仕上げ。

本体価格 300,000円。

ステンレススチールケース、カーフストラップ、サファイアクリスタル、
ケース直径40mm、10気圧防水。

■■P38－P39
フォルティスは1960年代からストラトライナーを作り続けている
1992年、今日のスペースウォッチへの扉を開いたのもストラトライナー
だった

本体価格 95,000円。

■■P46－P47

■■P57

歴史を通じて、スペースマティックシリーズはスペースウォッチの分野で
定着していった

PC-7チーム エアロマスター クロノグラフ／ Ref. 656.10.55M
Valjoux7750
（C.O.S.C.認定クロノメーター）
、自動巻、時・分・秒表

スペースマティック ステルス ホワイト／ Ref.623.18.12

示、デイデイト表示、クロノグラフ、時・分針とアプライドインデックス

ETA2836-2、自動巻、時・分・秒表示、デイデイト表示
（曜日は英語、

は暗所でグリーンに光るスーパールミノバ仕上げ。

ドイツ語の二カ国語選択可能）
、ダイヤルは暗所でグリーンに光る

ステンレススチールケース＆ブレスレット（コーデュラナイロン製スト

スーパールミノバ仕上げ。

ラップ1本付属）
、裏蓋にはPC-7チームのロゴマークをエンボス加工、

ステンレススチールケース（ブラックPVD仕上げ）
、カーフストラップ、

両面無反射サファイアクリスタル、ケース直径42mm、20気圧防水、

サファイアクリスタル、ケース直径40mm、10気圧防水。

世界限定300本、ケース9時位置のプレートにはシリアル番号入り、

本体価格 128,000円。

特別コレクターズ・ボックス（PC-7チームのワッペン、トラベルボック
ス、付替え用のストラップ1本、ベルト交換ツールを付属）
。

P48－P77 エアロマスター
■■P53
スイスの航空部隊PC-7チームのパイロットは、頑丈に作られたフォルティ
スの時計を10年以上も愛用している
■■P55
スイス空軍アクロバット飛行部隊PC-7チームモデル
ダイナミック、流麗、精緻
■■P56
スイス空軍アクロバット飛行部隊PC-7チーム30年を記念して製作され
た、エアロマスター PC-7特別限定モデル
パイロットのためのツール
PC-7チーム エアロマスター デイデイト／ Ref. 655.10.55M
ETA2836-2
（C.O.S.C.認定クロノメーター）
、自動巻、時・分・秒表示、
デイデイト表示（曜日は英語、ドイツ語の二カ国語選択可能）
、時・分
針とアプライドインデックスは暗所でグリーンに光るスーパールミノ

本体価格490,000円。
■■P58
神経を研ぎ澄まし細部にまで完璧を追求する
ツールとして使うためにデザインされた時計
■■P61
堅牢なヘアライン仕上げのケース
エアロマスター スチール クロノグラフ／ Ref.656.10.10M
Valjoux7750、自動巻、時・分・秒表示、デイデイト表示、クロノグラ
フ、時・分針とアプライドインデックスは暗所でグリーンに光るスー
パールミノバ仕上げ。
ステンレススチールケース＆ブレスレット、シースルーバック、両面無
反射サファイアクリスタル、ケース直径42mm、20気圧防水。
本体価格 300,000円。
■■P62－P63

バ仕上げ。
ステンレススチールケース＆ブレスレット（コーデュラナイロン製スト

エアロマスター スチール デイデイト／ Ref.655.10.10M

ラップ1本付属）
、裏蓋にはPC-7チームのロゴマークをエンボス加工、

ETA2836-2、自動巻、時・分・秒表示、デイデイト表示
（曜日は英語、

両面無反射サファイアクリスタル、ケース直径42mm、20気圧防水、

ドイツ語の二カ国語選択可能）
、時・分針とアプライドインデックスは

世界限定300本、ケース9時位置のプレートにはシリアル番号入り、

暗所でグリーンに光るスーパールミノバ仕上げ。

特別コレクターズ・ボックス（PC-7チームのワッペン、トラベルボック

ステンレススチールケース＆ブレスレット、シースルーバック、両面無

ス、付替え用のストラップ1本、ベルト交換ツールを付属）
。

反射サファイアクリスタル、ケース直径42mm、20気圧防水。

本体価格 270,000円。

本体価格 180,000円。

■■P64－P65
ヴィンテージというより、ノスタルジックな時計
エアロマスター オールドラジウム クロノグラフ／ Ref.656.10.28
Valjoux7750、自動巻、時・分・秒表示、デイデイト表示、クロノグラ
フ、時・分針とアプライドインデックスは暗所でグリーンに光るスー
パールミノバ仕上げ。
ステンレススチールケース、シースルーバック、カーフストラップ、両面
無反射サファイアクリスタル、ケース直径42mm、20気圧防水。
本体価格 280,000円。
■■P66－P67
エアロマスター オールドラジウム デイデイト／ Ref.655.10.28
ETA2836-2、自動巻、時・分・秒表示、デイデイト表示
（曜日は英語、
ドイツ語の二カ国語選択可能）
、時・分針とアプライドインデックスは
暗所でグリーンに光るスーパールミノバ仕上げ。
ステンレススチールケース、シースルーバック、カーフストラップ、両面
無反射サファイアクリスタル、ケース直径42mm、20気圧防水。
本体価格 150,000円。
■■P68－P69
時を刻むスピードが変わることはない
しかし、時間を止める必要も時にはある
エアロマスター プロ クロノグラフ／ Ref.656.18.10LP
Valjoux7750、自動巻、時・分・秒表示、デイデイト表示、クロノグラ
フ、時・分針とアプライドインデックスは暗所でグリーンに光るスー
パールミノバ仕上げ。
ステンレススチールケース
（ブラックPVD仕上げ）
、シースルーバック、
特殊加工のカーフストラップ、両面無反射サファイアクリスタル、ケー
ス直径42mm、20気圧防水。
本体価格 300,000円。

エアロマスター プロ デイデイト／ Ref.655.18.10LP
ETA2836-2、自動巻、時・分・秒表示、デイデイト表示
（曜日は英語、
ドイツ語の二カ国語選択可能）
、時・分針とアプライドインデックスは
暗所でグリーンに光るスーパールミノバ仕上げ。
ステンレススチールケース
（ブラックPVD仕上げ）
、シースルーバック、
特殊加工のカーフストラップ、両面無反射サファイアクリスタル、ケー
ス直径42mm、20気圧防水。
本体価格 180,000円。
■■P72－P75
暗所ではグリーンに光る、ベージュ色の針とインデックス
エアロマスター ステルス クロノグラフ／ Ref.656.18.18LP
Valjoux7750、自動巻、時・分・秒表示、デイデイト表示、クロノグラ
フ、時・分針とアプライドインデックスは暗所でグリーンに光るスー
パールミノバ仕上げ。
ステンレススチールケース
（ブラックPVD仕上げ）
、シースルーバック、
特殊加工のカーフストラップ、両面無反射サファイアクリスタル、ケー
ス直径42mm、20気圧防水。
本体価格 300,000円。
■■P76－P77
荒削りなダイヤル表面と艶消しブラックのケースは光を反射しない
エアロマスター ステルス デイデイト／ Ref.655.18.18LP
ETA2836-2、自動巻、時・分・秒表示、デイデイト表示
（曜日は英語、
ドイツ語の二カ国語選択可能）
、時・分針とアプライドインデックスは
暗所でグリーンに光るスーパールミノバ仕上げ。
ステンレススチールケース
（ブラックPVD仕上げ）
、シースルーバック、
特殊加工のカーフストラップ、両面無反射サファイアクリスタル、ケー
ス直径42mm、20気圧防水。
本体価格 180,000円。

■■P70－P71

P78－P87 パイロット・クラシック

完璧な時計の神髄は機能性に宿る
見やすくシンプルで、プロフェッショナル

■■P80－P83
ドレスウォッチのケースに収まるデュボアデプラ2020

パイロット・クラシック クロノグラフ／ Ref.904.21.41LP

マリンマスターブルー クロノグラフ／ Ref.671.15.45M

デュボアデプラ2020、自動巻、時・分・秒表示、クロノグラフ、時・分

Valjoux7750、自動巻、時・分・秒表示、デイデイト表示、クロノグラ

針とインデックスは暗所でグリーンに光るスーパールミノバ仕上げ。

フ、時・分針＆クロノグラフ秒針とインデックス
（ホワイト部分）は暗所

ステンレススチールケース、シースルーバック、特殊加工のカーフスト

でブルーに光るスーパールミノバ仕上げ。

ラップ、曲面サファイアクリスタル、ケース直径41mm、5気圧防水。

ステンレススチールケース＆ブレスレット、両面無反射サファイアクリ

本体価格 285,000円。

スタル、ケース直径42mm、20気圧防水。
本体価格 340,000円。

■■P84－P85
12時位置の三角マーカー、クラシックなパイロットスタイルの数字や針、

■■P92

ブルーの差し色

200メートル防水

すべてはミッションのために、そして食前酒を楽しむために

独自のダブルパッキンシステムでねじ込みの要らないリューズを実現

パイロット・クラシック デイト／ Ref.902.20.41LP
ETA2892-A2、
自動巻、
時・分・秒表示、
デイト表示、
時・分針とインデッ
クスは暗所でグリーンに光るスーパールミノバ仕上げ。

■■P94－P99
フォルムは機能に追従する
例外はありえない

ステンレススチールケース、シースルーバック、特殊加工のカーフスト
ラップ、サファイアクリスタル、ケース直径40mm、5気圧防水。
本体価格 145,000円。

マリンマスターイエロー クロノグラフ／ Ref.671.24.14M
Valjoux7750、自動巻、時・分・秒表示、デイデイト表示、クロノグラ
フ、時・分針＆クロノグラフ秒針とインデックス
（ホワイト部分）は暗所
でブルーに光るスーパールミノバ仕上げ。

■■P86－P87
航空史の一片、パイオニアスピリット、冒険への渇望
フォルティスの時計はこれらすべてを反映している
パイロット・クラシック セコンド／ Ref.901.20.41LP
ETA2895-A2、自動巻、時・分・秒
（スモールセコンド）表示、デイト表
示、時・分針とインデックスは暗所でグリーンに光るスーパールミノバ
仕上げ。

ステンレススチールケース＆ブレスレット、両面無反射サファイアクリ
スタル、ケース直径42mm、20気圧防水。
本体価格 340,000円。
■■P100－P103
信頼性・耐久性が高く、スマートな使いやすさ
60年以上ダイバーに選ばれ続ける マリンマスター

ステンレススチールケース、シースルーバック、特殊加工のカーフスト
ラップ、サファイアクリスタル、ケース直径40mm、5気圧防水。
本体価格 165,000円。

マリンマスターシルバー クロノグラフ／ Ref.671.17.41M
Valjoux7750、自動巻、時・分・秒表示、デイデイト表示、クロノグラ
フ、
時・分針＆クロノグラフ秒針とインデックスは暗所でブルーに光る
スーパールミノバ仕上げ。

P88－P103 マリンマスター
■■P90－P91

ステンレススチールケース＆ブレスレット、両面無反射サファイアクリ
スタル、ケース直径42mm、20気圧防水。
本体価格 340,000円。
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36-37

ストラトライナー オールブラック リミテッド・エディション

401.26.37LP

加工カーフ

324,000

300,000

38-39

ストラトライナー セラミック p.m.

401.26.31LP

加工カーフ

307,800

285,000

40-41

ストラトラィナー セラミック a.m.

401.26.32LP

加工カーフ

307,800

285,000

44-45

スペースマティック スチール

623.10.18

カーフ

102,600

95,000

46-47

スペースマティック ステルス ホワイト

623.18.12

カーフ

138,240

128,000

56

PC-7チーム エアロマスター デイデイト

655.10.55M

SS

291,600

270,000

57

PC-7チーム エアロマスター クロノグラフ

656.10.55M

SS

529,200

490,000

58-61

エアロマスター スチール クロノグラフ

656.10.10M

SS

324,000

300,000

62-63

エアロマスター スチール デイデイト

655.10.10M

SS

194,400

180,000

64-65

エアロマスター オールドラジウム クロノグラフ

656.10.28

カーフ

302,400

280,000

66-67

エアロマスター オールドラジウム デイデイト

655.10.28

カーフ

162,000

150,000

68-69

エアロマスター プロ クロノグラフ

656.18.10LP

加工カーフ

324,000

300,000

70-71

エアロマスター プロ デイデイト

655.18.10LP

加工カーフ

194,400

180,000

72-75

エアロマスター ステルス クロノグラフ

656.18.18LP

加工カーフ

324,000

300,000

76-77

エアロマスター ステルス デイデイト

655.18.18LP

加工カーフ

194,400

180,000

80-83

パイロット・クラシック クロノグラフ

904.21.41LP

加工カーフ

307,800

285,000

84-85

パイロット・クラシック デイト

902.20.41LP

加工カーフ

156,600

145,000

86-87

パイロット・クラシック セコンド

901.20.41LP

加工カーフ

178,200

165,000

90-91

マリンマスター ブルー クロノグラフ

671.15.45M

SS

367,200

340,000

94-99

マリンマスター イエロー クロノグラフ

671.24.14M

SS

367,200

340,000

100-103

マリンマスター シルバー クロノグラフ

671.17.41M

SS

367,200

340,000

※価格は2019年6月1日現在、消費税８％のものです。
※素材の記号：SS＝ステンレススチール
※商品の価格、デザイン、ベルトの種類および仕様は予告なく変更する場合がございます。
※本カタログからの写真および文章の無断転載を禁じます。

フォルティス輸入代理店 株式会社ホッタ
〒104-0061 東京都中央区銀座7-13-10-2F tel.03-6226-4715
https://www.fortis.jp

