FORTIS How it all began ...

フォルティスのはじまり

FORTIS is one of the oldest Swiss watchmakers. Since its
founding in 1912 FORTIS has always pushed the boundaries
of this distinguished craft. At the age of 29 Walter Vogt
already knew that a strong brand name and a perfectly
functioning production are the requirements for success
in a competitive, growing industry. In 1912 he implemented his plan of a modern factory, which would meet those
conditions and chose a location conveniently situated next
to the train station in Grenchen, Switzerland. One year later
he registered the brand name and logo of FORTIS. Vogt’s
philosophy was to produce reliable, top quality wristwatches
for the international market. Vogt saw good opportunities
for his undertaking, as wristwatches became the world’s
trend in the beginning of the 20th century.

フォルティスはスイスの老舗時計メーカーのひとつで、1912年

If you want to learn more about the long
history of FORTIS please visit
fortis-swiss.com

の創立以来、時計産業で常に挑戦を続けてきました。
創設者のヴァルター・フォグトは29歳のとき、競合ひしめく時計
業界で成功する鍵は、価値あるブランドネームと完璧に機能す
る製品であるとすでに気づいていました。1912年、彼はこの条
件に合った工場を建設するため、
スイスのグレンヘンで鉄道の
駅近くの土地を確保して計画を実行に移し、1年後にフォルティ
スの商標とロゴを登録しました。
フォグトの目標は、信頼性の高
い高品質の時計を生産し、世界に向けて販売していくことでし
た。20世紀初頭に腕時計が世界のトレンドとなり、
フォグトは自
身のビジネスに好機を見出したのでした。

フォルティスの100年以上にわたる歴史について、
より多くの
情報が公式サイトで いただけます。

http://www.fortis.jp
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Official Cosmonauts
オフィシャル・コスモノート

Classic Cosmonauts
クラシック・コスモノート

Stratoliner
ストラトライナー

コスモノーティス・コレクション
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Spacematic
スペースマティック

真の伝説は決してスタイルから外れない
宇宙で実証されている公式時計

Official Cosmonauts
オフィシャル・コスモノート

Official Cosmonauts

Official Cosmonauts Chronograph

オフィシャル・コスモノート

オフィシャル・コスモノート・クロノグラフ

Ref. 647.10.11M

Ref. 638.10.11M

ETA2836、自動巻、時・分・秒表示、デイデイト表示、針および

42mm stainless steel case • white numerals and indices
coated with Superluminova green afterglow • hands coated
with Superluminova green afterglow • matt black dial •
Swiss automatic movement ETA 2836 elaboré • undirectional turning steel bezel with Superluminova dot • day-date
indication • stainless steel case back with Roscosmos
embossing • anti-reflective coating on both sides of the
sapphire glass • water resistant to 20 bar/atm

時数字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、逆回転防止ベゼル
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
裏蓋にはRoscosmosロシア連邦宇宙局エンブレムの刻印
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Valjoux7750、自動巻、時・分・秒表示、デイデイト表示、
クロノグ

42mm stainless steel case • white numerals and indices
coated with Superluminova green afterglow • hands
coated with Superluminova green afterglow • matt black
dial • Swiss automatic movement Valjoux 7750 elaboré •
undirectional turning steel bezel with Superluminova dot •
chronograph • day-date indication • tachymetre • stainless
steel case back with Roscosmos embossing • anti-reflective
coating on both sides of sapphire glass • water resistant to
20 bar/atm

ラフ、
タキメーター、針および時数字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、逆回転防止ベゼル
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
裏蓋にはRoscosmosロシア連邦宇宙局エンブレムの刻印
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ドレスアップの時間

Classic Cosmonauts Ceramic a.m
クラシック・コスモノート セラミック a.m.

Classic Cosmonauts Ceramic a.m.

Classic Cosmonauts Ceramic p.m.

クラシック・コスモノート セラミック a.m.

クラシック・コスモノート セラミック p.m.

Ref. 401.26.12M

Ref. 401.26.11LAL

Valjoux7750、自動巻、時・分・秒表示、デイデイト表示、
クロノ

42mm stainless steel case • screwed pushers • raised green
indices and numerals filled with Superluminova green afterglow • black hands with green Superluminova inserts green
afterglow • sunray dial in silver-opaline • Swiss automatic
movement Valjoux 7750 elaboré • Chronograph • ceramic
bezel with tachymetre • day-date indication • glass base •
anti-reflective coating on both sides of sapphire glass •
water resistant to 10 bar/atm

グラフ、針およびアプライドの数字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、タキメーター表示
付きセラミック製ベゼル
ステンレススチールケース＆ブレスレット、ねじ込みロック式プ
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
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Valjoux7750、自動巻、時・分・秒表示、デイデイト表示、
クロノ

42mm stainless steel case • screwed pushers • raised green
indices and numerals filled with Superluminova green afterglow • nickel hands with green Superluminova inserts green
afterglow • sunray dial in black • Swiss automatic movement
Valjoux 7750 elaboré • chronograph • ceramic bezel with
tachymetre • day-date indication • glass base • anti-reflective
coating on both sides of sapphire glass • water resistant to
10 bar/atm

グラフ、針およびアプライドの数字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、タキメーター表示
付きセラミック製ベゼル
ステンレススチールケース、型押しカーフストラップ、ねじ込
みロック式プッシャー、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
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Classic Cosmonauts Steel a.m.

Classic Cosmonauts Steel p.m.

クラシック・コスモノート スチール a.m.

クラシック・コスモノート スチール p.m.

Ref. 401.21.12

Ref. 401.21.11

Valjoux7750、自動巻、時・分・秒表示、デイデイト表示、
クロノ

42mm stainless steel case • screwed pushers • raised green
indices and numerals filled with Superluminova green afterglow • black hands with green Superluminova inserts green
afterglow • sunray dial in silver-opaline • Swiss automatic
movement Valjoux 7750 elaboré • chronograph • stainless
steel bezel with tachymetre • day-date indication • glass
base • anti-reflective coating on both sides of sapphire
glass • water resistant to 10 bar/atm

グラフ、針およびアプライドの数字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、タキメーター表示
付きベゼル
ステンレススチールケース、カーフストラップ、ねじ込みロッ
ク式プッシャー、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
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Valjoux7750、自動巻、時・分・秒表示、デイデイト表示、
クロノ

42mm stainless steel case • screwed pushers • raised green
indices and numerals filled with Superluminova green afterglow • nickel hands with green Superluminova inserts green
afterglow • sunray dial in black • Swiss automatic movement
Valjoux 7750 elaboré • chronograph • stainless steel bezel
with tachymetre • day-date indication • glass base • antireflective coating on both sides of sapphire glass • water
resistant to 10 bar/atm

グラフ、針およびアプライドの数字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、タキメーター表示
付きベゼル
ステンレススチールケース、カーフストラップ、ねじ込みロッ
ク式プッシャー、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
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いつの時もピュアなデザイン

Stratoliner
ストラトライナー

Stratoliner Ceramic a.m.

Stratoliner Ceramic p.m.

ストラトライナー セラミック a.m.

ストラトライナー セラミック p.m.

Ref. 401.26.32

Ref. 401.26.31LP

Valjoux7750、自動巻、時・分・秒表示、デイデイト表示、
クロノ

42mm stainless steel case • screwed pushers • raised beige
indices • beige hands • dial matt white coated with Superluminova green afterglow • Swiss automatic movement
Valjoux 7750 elaboré • chronograph • ceramic bezel with
tachymetre • day-date indication • glass base • antireflective coating on both sides of sapphire glass • water
resistant to 10 bar/atm

グラフ、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、タキメーター表示付きセラ
ミック製ベゼル
ステンレススチールケース、カーフストラップ、ねじ込みロッ
ク式プッシャー、シースルーバック、両面無反射サファイアク

Valjoux7750、自動巻、時・分・秒表示、デイデイト表示、
クロノ

42mm stainless steel case • screwed pushers • raised beige
indices • beige hands • dial matt black • Swiss automatic
movement Valjoux 7750 elaboré • chronograph • ceramic
bezel with tachymetre • day-date indication • glass base •
anti-reflective coating on both sides of sapphire glass •
water resistant to 10 bar/atm

グラフ、アプライドインデックス、タキメーター表示付きセラ
ミック製ベゼル
ステンレススチールケース、加工カーフストラップ、ねじ込み
ロック式プッシャー、シースルーバック、両面無反射サファイ
アクリスタル

リスタル

ケース直径42mm、10気圧防水

ケース直径42mm、10気圧防水

20

21

Stratoliner Steel a.m.

Stratoliner Steel p.m.

ストラトライナー スチール a.m.

ストラトライナー スチール p.m.

Ref. 401.21.32LP

Ref. 401.21.31LP

Valjoux7750、自動巻、時・分・秒表示、デイデイト表示、
クロノグ

42mm stainless steel case • screwed pushers • raised beige
indices • beige hands • dial matt white coated with Superluminova green afterglow • Swiss automatic movement
Valjoux 7750 elaboré • chronograph • stainless steel bezel
with tachymetre • day-date indication • glass base • antireflective coating on both sides of sapphire glass • water
resistant to 10 bar/atm

ラフ、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、
タキメーター表示付きベゼル
ステンレススチールケース、加工カーフストラップ、ねじ込み
ロック式プッシャー、シースルーバック、両面無反射サファイ
アクリスタル

Valjoux7750、自動巻、時・分・秒表示、デイデイト表示、
クロノグ

42mm stainless steel case • screwed pushers • raised beige
indices • beige hands • dial matt black • Swiss automatic
movement Valjoux 7750 elaboré • chronograph • stainless
steel bezel with tachymetre • day-date indication • glass
base • anti-reflective coating on both sides of sapphire
glass • water resistant to 10 bar/atm

ラフ、
アプライドインデックス、
タキメーター表示付きベゼル
ステンレススチールケース、加工カーフストラップ、ねじ込み
ロック式プッシャー、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

ケース直径42mm、10気圧防水
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Stratoliner Parabola Limited Edition 200 pcs.

Stratoliner All Black Limited Edition 200 pcs.

ストラトライナー パラボラ リミテッド・エディション

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. 401.21.38／限定 200本

Ref. 401.26.37LP／限定 200本

Valjoux7750、自動巻、時・分・秒表示、デイデイト表示、
クロノグ

42mm stainless steel case • screwed pushers and raised
olive colored indices • olive colored hands • dial matt white
coated with Superluminova green afterglow • Swiss automatic movement Valjoux 7750 elaboré • counters in matt
black • chronograph • stainless steel bezel with tachymetre •
day-date indication • glass base • anti-reflective coating on
both sides of sapphire glass • water resistant to 10 bar/atm

ラフ、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、
タキメーター表示付きベゼル
ステンレススチールケース、カーフストラップ、ねじ込みロッ
ク式プッシャー、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
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Valjoux7750、自動巻、時・分・秒表示、デイデイト表示、
クロノ

42mm stainless steel case • screwed pushers • raised dark
grey indices • dark grey hands • dial matt dark grey and
black • Swiss automatic movement Valjoux 7750 elaboré •
counter dials in matt black • chronograph • ceramic bezel
with tachymetre • day-date indication • glass base • antireflective coating on both sides of sapphire glass • water
resistant to 10 bar/atm

グラフ、アプライドインデックス、タキメーター表示付きセラ
ミック製ベゼル
ステンレススチールケース、加工カーフストラップ、ねじ込み
ロック式プッシャー、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
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最高のシンプルさと精度

Spacematic
スペースマティック

Spacematic Steel

Spacematic Stealth

スペースマティック スチール

スペースマティック ステルス

Ref. 623.10.18LP

Ref. 623.18.18LP

ETA2836、自動巻、時・分・秒表示、デイデイト表示、白い針お

40mm stainless steel case • white numerals and indices
coated with Superluminova green afterglow • white hands
coated with Superluminova green afterglow • dial matt black •
Swiss automatic movement ETA 2836 elaboré • day-date
indication • stainless steel case back with FORTIS embossing • sapphire glass • water resistant to 10 bar/atm

よび数字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、加工カーフストラップ、サファイ
アクリスタル
ケース直径40mm、10気圧防水
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ETA2836、自動巻、時・分・秒表示、デイデイト表示、白い針お

40mm stainless steel case PVD coated • white numerals and
indices coated with Superluminova green afterglow • white
hands coated with Superluminova green afterglow • dial matt
black • Swiss automatic movement ETA 2836 elaboré • daydate indication • stainless steel case back PVD coated with
FORTIS embossing • sapphire glass • water resistant to 10
bar/atm

よび数字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（ブラックPVD仕上げ）、加工カー
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
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32

36

Aviatis
Collection
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Daybreaker
デイブレイカー

Flieger Pro
フリーガープロ

Cockpit
コックピット

Aeromaster
エアロマスター

アビアティス・コレクション

54
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Dornier
ドルニエ

Pilot Classic
パイロット・クラシック

複雑さを手に入れる

Daybreaker
デイプレイカー

Daybreaker Recon Limited Edition 100 pcs.

Daybreaker Stealth Limited Edition 100 pcs.

デイブレイカー リーコン

デイブレイカー ステルス

Ref. 703.20.12C／限定 100本

Ref. 703.10.11C／限定 100本

43mm polished stainless steel case • blue numerals and
indices • light green indices with Superluminova green
afterglow • blued skeleton hands with Superluminova inserts
green afterglow • creamy sunray dial • Swiss automatic
movement Valjoux 7750 elaboré with additional FORTIS
inhouse complication F2012 • COSC-certified • date indication • chronograph • GMT • AM/PM-display • movement
power reserve display • mechanical alarm • alarm power
reserve display • glass base • sapphire glass with anti-reflective coating on both sides • water resistant to 5 bar/atm

F-2012（ベースValjoux7750）、C.O.S.C. 認定クロノメーター、
自動巻、時・分・秒表示、クロノグラフ、アラーム機能、第二時
間帯表示、AM/PM表示、デイト表示、2つのパワーリザーブ表
示（時計とアラーム）、針とインデックス脇のドットは暗所でグ
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、クロコダイルストラップ、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43mm、5気圧防水
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43mm stainless steel case • white numerals, indices and
hands coated with Superluminova green afterglow • dial
black • Swiss automatic movement Valjoux 7750 elaboré
with additional FORTIS inhouse complication F2012 • COSCcertified • date indication • chronograph • tachymetre •
GMT • AM/PM-display • movement power reserve display •
mechanical alarm • alarm power reserve display • glass base •
sapphire glass with anti-reflective coating on both sides •
water resistant to 5 bar/atm

F-2012（ベースValjoux7750）、C.O.S.C. 認定クロノメーター、
自動巻、時・分・秒表示、クロノグラフ、タキメーター表示、ア
ラーム機能、第二時間帯表示、AM/PM表示、デイト表示、2つ
のパワーリザーブ表示（時計とアラーム）、白い針および数字
とインデックス脇のドット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、クロコダイルストラップ、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43mm、5気圧防水
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唯一無二のもの

Flieger Pro
フリーガープロ

Flieger Pro

Flieger Pro Chronograph

フリーガープロ

フリーガープロ クロノグラフ

Ref. 704.21.11

Ref. 705.21.11

ETA2836、自動巻、時・分・秒表示、デイデイト表示、グリーン

41mm stainless steel case partly polished partly brushed •
green numerals, indices and hands filled with Superluminova
green afterglow • black dial with different finishes • Swiss
automatic movement ETA 2836 elaboré • day-date indication • glass base • sapphire glass with anti-reflective coating
on both sides • water resistant to 10 bar/atm

の針およびアプライドの数字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、カーフストラップ、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41mm、10気圧防水
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Valjoux7750、自動巻、時・分・秒表示、デイデイト表示、
クロノ

43mm stainless steel case partly polished partly brushed •
raised green numerals and indices filled with Superluminova
green afterglow • green hands filled with Superluminova
green afterglow • black dial with different finishes • Swiss
automatic movement Valjoux 7750 elaboré • day-date
indication • chronograph • glass base • sapphire glass with
anti-reflective coating on both sides • water resistant to
10 bar/atm

グラフ、グリーンの針およびアプライドの数字とインデックス
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、カーフストラップ、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43mm、10気圧防水
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洗練された計器

Cockpit
コックピット

Cockpit One

Cockpit One Chronograph

コックピット 1

コックピット 1 クロノグラフ

Ref. 704.21.18

Ref. 705.21.18

ETA2836、自動巻、時・分・秒表示、デイデイト表示、時・分針

41mm stainless steel case partly polished partly brushed •
discreet sandy colored numerals • white indices and hour
numerals • white hands filled with Superluminova green
afterglow • black dial with different levels • Swiss automatic
movement ETA 2836 elaboré • skeleton day-date indication •
glass base • sapphire glass with anti-reflective coating on
both sides • water resistant to 10 bar/atm

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、カーフストラップ、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41mm、10気圧防水
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Valjoux7750、自動巻、時・分表示、デイデイト表示、クロノグ

43mm stainless steel case partly polished partly brushed •
discreet sandy colored numerals • white indices • white
hands filled with Superluminova green afterglow • black dial
with different levels • Swiss automatic movement Valjoux
7750 elaboré • skeleton day-date indication • chronograph •
glass base • sapphire glass with anti-reflective coating on
both sides • water resistant to 10 bar/atm

ラフ、時・分 針 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、カーフストラップ、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43mm、10気圧防水
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Cockpit Two

Cockpit Two Chronograph

コックピット 2

コックピット 2 クロノグラフ

Ref. 704.21.19

Ref. 705.21.19LP

ETA2836、自動巻、時・分・秒表示、デイデイト表示、白い針は

41mm stainless steel case partly polished partly brushed •
orange-red colored indices • white indices and numerals •
white hands filled with Superluminova green afterglow •
black dial with different levels • Swiss automatic movement
ETA 2836 elaboré • skeleton day-date indication • glass
base • sapphire glass with anti-reflective coating on both
sides • water resistant to 10 bar/atm

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、カーフストラップ、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41mm、10気圧防水
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Valjoux7750、自動巻、時・分表示、デイデイト表示、クロノグ

43mm stainless steel case partly polished partly brushed •
orange-red colored indices • white indices and numerals •
white hands filled with Superluminova green afterglow •
black dial with different levels • Swiss automatic movement
Valjoux 7750 elaboré • skeleton day-date indication • chronograph • glass base • sapphire glass with anti-reflective
coating on both sides • water resistant to 10 bar/atm

ラフ、白い針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、加工カーフス
トラップ、両面無反射サファイアクリスタル
ケース直径43mm、10気圧防水
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空を飛んでみたくなる
オープンウィンドウな視認性の高さ

Aeromaster
エアロマスター

Aeromaster Pro

Aeromaster Pro Chronograph

エアロマスター プロ

エアロマスター プロ クロノグラフ

Ref. 655.18.10LP

Ref. 656.18.10LP

ETA2836、自動巻、時・分・秒表示、デイデイト表示、白い針お

42mm stainless steel case PVD coated • raised white
numerals and indices filled with Superluminova green afterglow • white hands coated with Superluminova green afterglow • red second hand • matt black dial • Swiss automatic
movement ETA 2836 elaboré • day-date indication • glass
base • sapphire glass with anti-reflective coating on both
sides • water resistant to 20 bar/atm

よびアプライドの数字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（ブラックPVD仕上げ）、加工カー
フストラップ、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

48

Valjoux7750、自動巻、時・分・秒表示、デイデイト表示、
クロノ

42mm stainless steel case PVD coated • raised white
numerals and indices filled with Superluminova green afterglow • white hands coated with Superluminova green afterglow • red counter hands • matt black dial • Swiss automatic
movement Valjoux 7750 elaboré • day-date indication •
chronograph • glass base • sapphire glass with anti-reflective
coating on both sides • water resistant to 20 bar/atm

グラフ、白い針およびアプライドの数字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（ブラックPVD仕上げ）、加工カー
フストラップ、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

49

Aeromaster Stealth

Aeromaster Stealth Chronograph

エアロマスター ステルス

エアロマスター ステルス クロノグラフ

Ref. 655.18.18LP

Ref. 656.18.18LP

ETA2836、自動巻、時・分・秒表示、デイデイト表示、ベージュ

42mm stainless steel case PVD coated • raised beige
numerals and indices filled with Superluminova green
afterglow • beige hands coated with Superluminova green
afterglow • matt black dial • Swiss automatic movement
ETA 2836 elaboré • day-date indication • glass base •
sapphire glass with anti-reflective coating on both sides •
water resistant to 20 bar/atm

の針およびアプライドの数字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（ブラックPVD仕上げ）、加工カー
フストラップ、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

50

Valjoux7750、自動巻、時・分・秒表示、デイデイト表示、
クロノ

42mm stainless steel case PVD coated • raised beige
numerals and indices filled with Superluminova green
afterglow • beige hands coated with Superluminova green
afterglow • matt black dial • Swiss automatic movement
Valjoux 7750 elaboré • day-date indication • chronograph •
glass base • sapphire glass with anti-reflective coating on
both sides • water resistant to 20 bar/atm

グラフ、ベージュの針およびアプライドの数字とインデックス
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（ブラックPVD仕上げ）、加工カー
フストラップ、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

51

Aeromaster Steel

Aeromaster Steel Chronograph

エアロマスター スチール

エアロマスター スチール クロノグラフ

Ref. 655.10.10LP

Ref. 656.10.10LP

ETA2836、自動巻、時・分・秒表示、デイデイト表示、白い針お

42mm stainless steel case • raised white numerals and
indices filled with Superluminova green afterglow • white
hands coated with Superluminova green afterglow • matt
black dial • Swiss automatic movement ETA 2836 elaboré •
day-date indication • glass base • sapphire glass with antireflective coating on both sides • water resistant to 20
bar/atm

よびアプライドの数字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、加工カーフストラップ、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

52

Valjoux7750、自動巻、時・分・秒表示、デイデイト表示、
クロノ

42mm stainless steel case • raised white numerals and
indices filled with Superluminova green afterglow • white
hands coated with Superluminova green afterglow • matt
black dial • Swiss automatic movement Valjoux 7750
elaboré • day-date indication • chronograph • glass base •
sapphire glass with anti-reflective coating on both sides •
water resistant to 20 bar/atm

グラフ、白い針およびアプライドの数字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、加工カーフストラップ、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

53

一流の技が集うとき

Dornier GMT
ドルニエ GMT

Dornier GMT
ドルニエGMT

Ref. 402.35.41LP
ETA7754、自動巻、時・分表示、デイト表示、クロノグラフ、針

42mm stainless steel case • screwed pushers • raised
green indices and numerals filled with Superluminova green
afterglow • green hour and minute hand with green Superluminova inserts green afterglow • blue second hand with
Superluminova insert • GMT hand white plane shaped with
green afterglow • dial matt black with Dornier logo • counter
dials with special finish • Swiss automatic movement Valjoux
7754 elaboré • chronograph • GMT • ceramic bezel with
blue 24h numerals • date indication • glass base • special rotor
finish with dornier logo • sapphire glass with anti-reflective
coating on both sides • water resistant to 10 bar/atm • two
additional leather performance straps

およびアプライドの数字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、24時間式第二時間帯（GMT）
表示付きセラミック製ベゼル
ステンレススチールケース、加工カーフストラップ、予備のカ
ーフストラップ2本を付属、ねじ込みロック式プッシャー、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
ダイヤルとローターにはドルニエのロゴマーク

54

もうヴィンテージとは呼ばせない

Pilot Classic
パイロット・クラシック

Pilot Classic Date

Pilot Classic Second

パイロット・クラシック デイト

パイロット・クラシック セコンド

Ref. 902.20.41LP

Ref. 901.20.41LP

ETA2892-A2、自動巻、時・分・秒表示、デイト表示、白い針お

40mm gentle stainless steel case • domed sapphire glass •
white numerals and indices coated with Superluminova
green afterglow • white hands coated with Superluminova
green afterglow • blue second hand • matt black dial • Swiss
automatic movement ETA 2892-A2 elaboré • date indication •
screwed glass base • water resistant to 5 bar/atm

よび数字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、加工カーフストラップ、シースル
ーバック、曲面サファイアクリスタル
ケース直径40mm、5気圧防水

58

ETA2895-A2、自動巻、時・分・秒表示、デイト表示、白い針お

40mm gentle stainless steel case • domed sapphire glass
white numerals and indices coated with Superluminova
green afterglow • white hands coated with Superluminova
green afterglow • blue second hand • matt black dial • Swiss
automatic movement ETA 2895-A2 elaboré • date indication •
screwed glass base • water resistant to 5 bar/atm

よび数字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、加工カーフストラップ、シースル
ーバック、曲面サファイアクリスタル
ケース直径40mm、5気圧防水

59

Pilot Classic Chronograph
パイロット・クラシック クロノグラフ

904.21.41LP

デュボアデプラ2020、自動巻、時・分・秒表示、クロノグラフ、

41mm gentle stainless steel case (partly brushed-partly
polished) • domed sapphire glass • white numerals and
indices coated with Superluminova green afterglow • white
hands coated with Superluminova green afterglow • blue
second hand • matt black dial • Swiss automatic movement
Dubois-Depraz 2020 • chronograph • screwed glass base •
water resistant to 5 bar/atm

白い針および数字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、加工カーフストラップ、シースルー
バック、曲面サファイアクリスタル
ケース直径41mm、5気圧防水

60

64

Rolf Sachs
ロルフ・ザックス

66

Terrestis
Collection
テレスティス・コレクション

Tycoon
タイクーン

72

Orchestra
オーケストラ

76

Hedonist
ヘドニスト

80

19FORTIS
ナインティーン・フォルティス

試行錯誤をくり返したその先に
予想をはるかにしのぐ驚きが展開するフォルティスのアートモデル。
斬新なアイデアを求めてたどりついた化学実験室で目にしたものは
琥珀色の目盛がついたガラスでした。
時計のガラスにも琥珀色のインデックスをプリントしたら、
とひらめいて
“アンバーリング”という技法を取り入れ、
これをかたちにしました。

Rolf Sachs

Rolf Sachs 2.4ml Limited Edition 150 pcs.
ロルフ・ザックス 2.4ml リミテッド・エディション

Ref. 623.10.92SI／限定 150本

ETA2836、自動巻、時・分・秒表示、医療用ガラスのようなユ

40mm stainless steel case • yellow second hand • white dial •
Swiss automatic movement ETA 2836 elaboré • stainless
steel caseback with FORTIS embossing • numerals, indices
and logos amberized into the mineral glass to achieve the
unique look of a pharmacy glass • special orange silicone
strap with folding clasp • water resistant to 10 bar/atm

ニークな外観を実現するためにロゴマークおよび数字とイ
ンデックスはミネラルガラスに内側から加工
ステンレススチールケース、シリコンストラップ
ケース直径40mm、10気圧防水

65
Photo by Max von Treu / © Rolf Sachs

古き良き時代のスタイルに
モダンクラシックをまとって

Tycoon
タイクーン

Tycoon Chronograph a.m.

Tycoon Chronograph p.m.

タイクーン クロノグラフ a.m.

タイクーン クロノグラフ p.m.

Ref. 904.21.12

Ref. . 904.21.11LAL

デュボアデプラ2020、自動巻、時・分・秒表示、クロノグラフ、

41mm gentle stainless steel case (partly brushed-partly
polished) • domed sapphire glass • Swiss automatic movement Dubois-Depraz 2020 • domed silver-opaline dial • raised
numerals and indices in 5N gold plated • 5N gold plated feuille
hands • blued hands • chronograph • screwed glass base •
water resistant to 5 bar/atm

アプライドインデックス
ステンレススチールケース、カーフストラップ、シースルーバッ
ク、
ドームダイヤル、曲面サファイアクリスタル
ケース直径41mm、5気圧防水

68

デュボアデプラ2020、自動巻、時・分・秒表示、クロノグラフ、

41mm gentle stainless steel case (partly brushed-partly
polished) • domed sapphire glass • Swiss automatic movement Dubois-Depraz 2020 • domed anthracite dial • raised
numerals and indices rhodium coated • nickel feuille hands •
chronograph • screwed glass base • water resistant to
5 bar/atm

アプライドインデックス
ステンレススチールケース、型押しカーフストラップ、シース
ルーバック、
ドームダイヤル、曲面サファイアクリスタル
ケース直径41mm、5気圧防水

69

Tycoon Date a.m.

Tycoon Date p.m.

タイクーン デイト a.m.

タイクーン デイト p.m.

Ref. 903.21.12LO

Ref. 903.21.11LAL

ETA2892-A2、自動巻、時・分・秒表示、デイト表示、アプライド

41mm gentle stainless steel case (partly brushed-partly
polished) • domed sapphire glass • Swiss automatic movement ETA 2892-A2 • domed silver-opaline dial • raised
numerals and indices in 5N gold plated • partly 5N gold
plated feuille hands • blued hands • date indication •
screwed glass base • water resistant to 5 bar/atm

インデックス
ステンレススチールケース、オーストリッチストラップ、シー
スルーバック、
ドームダイヤル、曲面サファイアクリスタル
ケース直径41mm、5気圧防水

70

ETA2892-A2、自動巻、時・分・秒表示、デイト表示、アプライド

41mm gentle stainless steel case (partly brushed-partly
polished) • domed sapphire glass • Swiss automatic
movement ETA 2892-A2 • domed anthracite dial • raised
numerals and indices rhodium coated • nickel feuille hands •
screwed glass base • date indication • water resistant to
5 bar/atm

インデックス
ステンレススチールケース、型押しカーフストラップ、シース
ルーバック、
ドームダイヤル、曲面サファイアクリスタル
ケース直径41mm、5気圧防水

71

冒険好きな男性が、愛して止まないマストアイテム

Orchestra
オーケストラ

Orchestra a.m.

Orchestra p.m.

オーケストラ a.m.

オーケストラ p.m.

Ref. 900.20.32

Ref. 900.20.31LAL

ETA2895-A2、自動巻、時・分・秒表示、デイト表示、アプライド

40mm stainless steel case (polished) • domed sapphire
glass • drop-shaped lugs • Swiss automatic movement ETA
2895-A2 • domed silver-opaline dial • raised numerals and
indices in 5N gold plated • 5N gold plated hands • permanent second subdial • screwed glass base • date indication •
water resistant to 5 bar/atm

インデックス
ステンレススチールケース、カーフストラップ、シースルーバッ
ク、
ドロップ型のラグ、
ドームダイヤル、曲面サファイアクリス
タル
ケース直径40mm、5気圧防水

74

ETA2895-A2、自動巻、時・分・秒表示、デイト表示、アプライド

40mm stainless steel case (polished) • domed sapphire
glass • drop-shaped lugs • Swiss automatic movement ETA
2895-A2 • domed anthracite dial • raised numerals and
indices in 5N gold plated • 5N gold plated hands • permanent second subdial • screwed glass base • date indication •
water resistant to 5 bar/atm

インデックス
ステンレススチールケース、型押しカーフストラップ、シース
ルーバック、
ドロップ型のラグ、
ドームダイヤル、曲面サファイ
アクリスタル
ケース直径40mm、5気圧防水

75

限界までの単純化

Hedonist
ヘドニスト

Hedonist a.m.

Hedonist p.m.

ヘドニスト a.m.

ヘドニスト p.m.

Ref. 901.20.12

Ref. 901.20.11LAL

ETA2895-A2、自動巻、時・分・秒表示、デイト表示、アプライド

40mm stainless steel case (polished) • domed sapphire
glass • Swiss automatic movement ETA 2895-A2 • domed
silver-opaline dial • raised black numerals • indices and feuille
hands 5N gold plated • screwed glass base • permanent
second subdial • date indication • water resistant to
5 bar/atm

インデックス。
ステンレススチールケース、カーフストラップ、シースルーバッ
ク、サファイアクリスタル
ケース直径40mm、5気圧防水

78

ETA2895-A2、自動巻、時・分・秒表示、デイト表示、アプライド

40mm stainless steel case (polished) • domed sapphire
glass • Swiss automatic movement ETA 2895-A2 • domed
anthracite dial • raised nickel numerals and indices • feuille
hands rhodium coated• screwed glass base • permanent
second subdial • date indication • water resistant to
5 bar/atm

インデックス。
ステンレススチールケース、型押しカーフストラップ、シース
ルーバック、サファイアクリスタル
ケース直径40mm、5気圧防水

79

シャツとカフスとフォルティス
その名の通り1940年代初期のルーツに立ち返り
タキシードシャツを思い起こさせる

19Fortis
ナインティーン・フォルティス

19FORTIS a.m.

19FORTIS p.m.

ナインティーン・フォルティス a.m.

ナインティーン・フォルティス p.m.

Ref. 902.20.22

Ref. 902.20.21

ETA2892-A2、自動巻、時・分・秒表示、デイト表示、アプライド

40mm gentle stainless steel case (polished) • sapphire
glass • Swiss automatic movement ETA 2892-A2 • white
tuxedo-styled dial • raised roman numerals and indices in
5N gold plated • partly 5N gold plated hands • blued second
hand • date indication • screwed glass base • water resistant
to 5 bar/atm

インデックス。
ステンレススチールケース、カーフストラップ、シースルーバッ
ク、サファイアクリスタル
ケース直径40mm、5気圧防水

82

ETA2892-A2、自動巻、時・分・秒表示、デイト表示、アプライド

40mm gentle stainless steel case (polished) • sapphire glass •
Swiss automatic movement ETA 2892-A2 • anthracite
tuxedo-styled dial • raised roman numerals and indices in
5N gold plated • 5N gold plated hands • date indication •
screwed glass base • water resistant to 5 bar/atm

インデックス。
ステンレススチールケース、カーフストラップ、シースルーバッ
ク、サファイアクリスタル
ケース直径40mm、5気圧防水

83

86

Aquatis
Collection
アクアティス・コレクション

94

100

Marinemaster
マリンマスター

Shoreliner
ショアライナー

Diver
ダイバー

海を愛する人のために

Marinemaster
マリンマスター

Marinemaster Blue

Marinemaster Blue Chronograph

マリンマスター ブルー

マリンマスター ブルー クロノグラフ

Ref. 670.15.45LP

Ref. 671.15.45LP

ETA2836、自動巻、時・分・秒表示、デイデイト表示、白い針と

42mm stainless steel case (brushed) • anti-slip rotating
bezel with Superluminova dot • Swiss automatic movement
ETA 2836 elaboré • day-date indication • blue numerals,
white indices and hands Superluminova coated blue
afterglow • blue second hand with bulls eye Superluminova
coated • matt black dial • sapphire glass with anti-reflective
coating on both sides • steel case back with FORTIS Submariner motif embossing • water resistant to 20 bar/atm

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、加工カーフストラップ、逆回転防
止ベゼル、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
裏蓋にはフォルティスの歴史的モチーフである潜水艦をレ
リーフ

88

Valjoux7750、自動巻、時・分・秒表示、デイデイト表示、ク

42mm stainless steel case (brushed) • anti-slip rotating
bezel with Superluminova dot • Swiss automatic movement
Valjoux 7750 elaboré • day-date indication • chronograph •
blue numerals , white indices and hands Superluminova
coated blue afterglow • blue second hand with bulls eye
Superluminova coated • matt black dial • sapphire glass with
anti-reflective coating on both sides • steel case back with
FORTIS Submariner motif embossing • water resistant to
20 bar/atm

ロノグラフ、白 い 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、加工カーフストラップ、逆回転防
止ベゼル、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
裏蓋にはフォルティスの歴史的モチーフである潜水艦をレ
リーフ

89

Marinemaster Yellow

Marinemaster Yellow Chronograph

マリンマスター イエロー

マリンマスター イエロー クロノグラフ

Ref. 670.24.14SI

Ref. 671.24.14LP

ETA2836、自動巻、時・分・秒表示、デイデイト表示、白い針と

42mm stainless steel case (brushed) • anti-slip rotating
bezel with Superluminova dot • Swiss automatic movement
ETA 2836 elaboré • day-date indication • yellow numerals,
white indices and hands Superluminova coated blue afterglow • yellow second hand with bulls eye Superluminova
coated • matt black dial • sapphire glass with anti-reflective
coating on both sides • steel case back with FORTIS Submariner motif embossing • water resistant to 20 bar/atm

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、シリコンストラップ、逆回転防止
ベゼル、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
裏蓋にはフォルティスの歴史的モチーフである潜水艦をレ
リーフ

90

Valjoux7750、自動巻、時・分・秒表示、デイデイト表示、ク

42mm stainless steel case (brushed) • anti-slip rotating
bezel with Superluminova dot • Swiss automatic movement
Valjoux 7750 elaboré • day-date indication • chronograph •
yellow numerals , white indices and hands Superluminova
coated blue afterglow • yellow second hand with bulls eye
Superluminova coated • matt black dial • sapphire glass with
anti-reflective coating on both sides • steel case back with
FORTIS Submariner motif embossing • water resistant to
20 bar/atm

ロノグラフ、白 い 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、加工カーフストラップ、逆回転
防止ベゼル、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
裏蓋にはフォルティスの歴史的モチーフである潜水艦をレ
リーフ

91

Marinemaster Classic

Marinemaster Classic Chronograph

マリンマスター クラシック

マリンマスター クラシック クロノグラフ

Ref. 670.17.41K

Ref. 671.17.41SI

ETA2836、自動巻、時・分・秒表示、デイデイト表示、白い針お

42mm stainless steel case (brushed) • anti-slip rotating
bezel with Superluminova dot • Swiss automatic movement
ETA 2836 elaboré • day-date indication • white numerals,
indices and hands Superluminova coated blue afterglow •
orange second hand with bulls eye Superluminova coated •
matt black dial • sapphire glass with anti-reflective coating
on both sides • steel case back with FORTIS Submariner
motif embossing • water resistant to 20 bar/atm

よび数字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、ラバーストラップ、逆回転防止ベ
ゼル、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
裏蓋にはフォルティスの歴史的モチーフである潜水艦をレ
リーフ
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Valjoux7750、自動巻、時・分・秒表示、デイデイト表示、ク

42mm stainless steel case (brushed) • anti-slip rotating
bezel with Superluminova dot • Swiss automatic movement
Valjoux 7750 elaboré • day-date indication • chronograph •
white numerals , indices and hands Superluminova coated blue afterglow • orange second hand with bulls eye
Superluminova coated • matt black dial • sapphire glass with
anti-reflective coating on both sides • steel case back with
FORTIS Submariner motif embossing • water resistant to
20 bar/atm

ロノグラフ、白 い 針 および 数 字とインデックスは 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、シリコンストラップ、逆回転防
止ベゼル、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
裏蓋にはフォルティスの歴史的モチーフである潜水艦をレ
リーフ
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潮風と、海の青さと、
お気に入りのダイバーズウォッチ

Shoreliner
ショアライナー

Shoreliner Vik Beach a.m.

Shoreliner Vik Beach p.m.

ショアライナー ヴィーク・ビーチ a.m.

ショアライナー ヴィーク・ビーチ p.m.

Ref. 655.18.31LP

Ref. 655.18.37LP

ETA2836、自動巻、時・分・秒表示、デイト表示、アプライドイン

42mm stainless steel case PVD coated • raised black indices
white framed • white skeleton hands coated with Superluminova blue afterglow • white second hand coated with
Superluminova blue afterglow with bulls eye in black • matt
black dial • Swiss automatic movement ETA 2836 elaboré •
date indication • glass base • sapphire glass with antireflective coating on both sides • water resistant to
20 bar/atm

デックス、針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）、加工カー
フストラップ、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
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ETA2836、自動巻、時・分・秒表示、デイト表示、アプライド

42mm stainless steel case PVD coated • raised black indices •
black hands • black second hand with bulls eye in black • matt
black dial • Swiss automatic movement ETA 2836 elaboré •
date indication • glass base • sapphire glass with antireflective coating on both sides • water resistant to
20 bar/atm

インデックス
ステンレススチールケース（ブラックPVD仕上げ）、加工カー
フストラップ、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
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Shoreliner Lighthouse

Shoreliner Champagne Beach

ショアライナー ライトハウス

ショアライナー シャンパーニュ・ビーチ

Ref. 655.18.32LP

Ref. 655.18.38LP

ETA2836、
自動巻、時・分・秒表示、デイト表示、針とアプライドイ

42mm stainless steel case PVD coated • raised white
indices filled with Superluminova blue afterglow • white hands
coated with Superluminova blue afterglow • black second
hand with bulls eye in white Superluminova coated • matt
black dial • Swiss automatic movement ETA 2836 elaboré •
date indication • glass base • sapphire glass with antireflective coating on both sides • water resistant to
20 bar/atm

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）、加工カー
フストラップ、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
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ETA2836、自動巻、時・分・秒表示、デイト表示、ベージュの針

42mm stainless steel case PVD coated • raised beige indices
filled with Superluminova blue afterglow • beige hands
coated with Superluminova blue afterglow • blue second
hand with bulls eye in matt black • matt black dial • Swiss
automatic movement ETA 2836 elaboré • date indication •
glass base • sapphire glass with anti-reflective coating on
both sides • water resistant to 20 bar/atm

とアプライド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）、加工カー
フストラップ、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
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碧い海への憧れ

Diver
ダイバー

Diver Black

Diver Black Chronograph

ダイバーブラック

ダイバーブラック クロノグラフ

Ref. 647.18.41LP

Ref. 638.18.41LP

42mm stainless steel case PVD coated • rotating bezel with
Superluminova dot • Swiss automatic movement ETA 2836
elaboré • day-date indication • black dial • white numerals
and indices Superluminova coated blue afterglow • white
hands • blue second hand with bulls eye Superluminova
coated • sapphire glass with anti-reflective coating on both
sides • steel case back with Roscosmos motif embossing •
water resistant to 20 bar/atm

ETA2836、自動巻、時・分・秒表示、デイデイト表示、白い数字と
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P V D 仕 上 げ ）、加 工
カーフストラップ、逆回転防止ベゼル、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
裏蓋にはRoscosmosロシア連邦宇宙局エンブレムの刻印
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42mm stainless steel case PVD coated • rotating bezel with
Superluminova dot • Swiss automatic movement Valjoux
7750 elaboré • day-date indication • chronograph • black dial
with white numerals and indices Superluminova coated with
blue afterglow • sapphire glass with anti-reflective coating
on both sides • white hands • blue second hand with bulls
eye Superluminova coated • steel case back PVD coated
with Roscosmos motif embossing • water resistant to
20 bar/atm

Valjoux7750、自動巻、時・分・秒表示、デイデイト表示、
クロノ
グ ラフ、白 い 数 字とイン 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）、加工カー
フストラップ、逆回転防止ベゼル、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
裏蓋にはRoscosmosロシア連邦宇宙局エンブレムの刻印

103

© 2017 FORTIS Uhren AG, Grenchen, Switzerland
All models are legally protected. Subject to model and collection changes, technical changes and error.
The current instruction manuals provide a basis for the international use of watches.
For more information please write an email to info@fortis-swiss.com

フォルティス日本総代理店 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

http://www.fortis.jp

