GM-110-1AJF
¥24,000
（税込¥26,400）

GM-110G-1A9JF
¥27,000
（税込¥29,700）

GM-110B-1AJF
¥27,000
（税込¥29,700）

GM-110RB-2AJF
¥32,000
（税込¥35,200）

GA-110-1AJF
￥15,000
（税込￥16,500）

GA-110-1BJF
￥15,000
（税込￥16,500）

GA-110GB-1AJF
￥17,000
（税込￥18,700）

GA-110RG-1AJF
￥16,000
（税込￥17,600）

GA-110RG-7AJF
￥16,000
（税込￥17,600）

GA-110HR-1AJF
￥16,000
（税込￥17,600）

GA-110MMC-1AJF
￥17,000
（税込￥18,700）

GA-110CC-2AJF
￥16,000
（税込￥17,600）

主な仕様【GA-110】●耐衝撃構造●20気圧防水●耐磁時計
（JIS1種）
●ワールドタイム●1/1000秒ストップウオッチ●速度計測機能●タイマー●時刻アラーム5本●オートLEDライト●精度：平均月差±15秒
●電池寿命：約2年【GM-110】●耐衝撃構造●20気圧防水●耐磁時計
（JIS1種）
●ワールドタイム●1/100秒ストップウオッチ●タイマー●時刻アラーム5本●オートLEDライト
（スーパーイルミネーター）
●精度：平均
月差±15秒●電池寿命：約3年

〒151-8543東京都渋谷区本町1-6-2

G-SHOCK
110series

2020

2010

ABSOLUTE TOUGHNESS

圧倒的なインパクト、独創のフェイスデザイン
メタルという新たな進化を
1983年、落としても壊れないタフネスウオッチとして、衝撃的な
19

そ れ から1 0 年 。様 々 な バリエ ー ションを 生 み 出し 続 け る

デビューを果たしたG-SHOCK。
デビ

GA-110は、メタルカバードという新たな進化にたどり着く。

以来、様々なカルチャーと融合しながら、独自の進化を続けてきた。
以来

独自の C M F デ ザインにより、カラー 、素 材 、仕 上げを一 新 。

そして2010年、新たな顔ぶれとして加わったのが、アナログモ
そし

GA-110のDNAを色濃く受け継ぎながら、時計としての強さ、美

デルの新定番、GA-110。時代の潮流であるビッグケースとサブ
デル

しさを併せ持つモデル、GM-110が完成した。

カルチャーをミックスした、その圧倒的な存在感と独創的なディ
カル

原点、そして進化。GA-110とGM-110という2つのタフネス

テールは、瞬く間に世界中の若者に受け入れられた。
テー

スピリットが、いまG-SHOCKの新たな歴史を創る。

STORY OF THE G-SHOCK 110 SERIES

プロトタイプ

デザインスケッチ

タフネス×スチームパンクという発想
タフネス×スチーム

大型ケースと積層文字板を融合した独創のデザイン

全世界で歴代販売数NO.1を実現

サブカル
プロダクトの原点は、サブカルチャーと
して人気の高いSFジャ

従来のアナログモデルとは一線を画すデザインを実現するため、細部に

2010年、GA-110デビュー。そのハイパーコンプレックスな

「スチームパン
ンルのひとつ「スチームパンク」
。パワフルな動力を生み出す

到るまでゼロベースで開発。耐衝撃構造を軸に、新たなパーツの造形や

風貌は、瞬く間に世界中の若者に受け入れられた。さらに、

新世代アナログへの挑戦

蒸気機関と複雑かつ緻密な制
蒸気機関と複雑かつ緻密な制御機構、
それらを内包する重量

配置など、想像を絶する試行錯誤が繰り返された。

様々なバリエーション展開や、数多くのカルチャーとのコラボ

感あふれる巨大構造物など、ストリートとテクノロジーが融合

ケースはG-SHOCK最大級のビッグサイズ。随所にリベット風のデザイン

レーションも実現。誕生から10年で、G-SHOCK世界販売数

当時、デジタルが主流だったユースモデルに、

したレトロフューチャーな世界観からインスパイアを受け、

をあしらい、力強く無骨な外観に。文字板は4層からなる積層構造。歯車

No.1の実績をたたき出すなど、不動の代表モデルに定着

2020年、メタル外装を纏ったGM-110が登場。

新たな潮流を。今までにないアナログモデルへ

蒸気駆動のG-SHOCKという発想が生み出された。

形状の針や、蒸気機関のシャフトをイメージしたY字パーツを組み合

した。

ビッグ ケ ー ス 、メカ ニ カ ル フェイス など 、

次なる挑戦。10年目の進化

の挑戦。それは、進化を続けるG-SHOCKの

わせ、メカニカルなフェイスに仕上げた。さらに、部品の点数増加により、

GA-110のアイデンティティを受け継ぎ、より

歴史が、大きく動き出した瞬間でもあった。

外装の多色化も実現。これら多量かつ微細なパーツの製造を、独自の加工

インダストリアルな装いへと正統進化。

技術により実現した。

CMF DESIGN

COLOR

COLOR, MATERIAL, FINISH
個性的なデザインと斬新なカラーバリエーション、
多彩なコラボレーションを通じて、

蛍光カラーをあしらったファーストモデル。

VIVID COLOR

GA-110B-1A3JF

MATERIAL

10 15

20

外装塗装に見る角度で色が変わる偏光インクを使用。

POLARIZED INKK

GA-110PM-1AJF

誕生10年にしてG-SHOCK歴代No.1の販売数を誇るGA-110。
時代とともに、カルチャーとともに。

11 17

積層感のある文字板パーツを
使って多色を表現。

これからも世界中にタフネススピリットを広げ続ける。

MULTI-COLOR
GA-110FC-1AJF

14 18

ゴールドのメタリック塗装を全身に採用。

ALL GOLD

GA-110GD-9AJF

FINISH
マルチアングルプリントで、
迷彩柄を立体転写。

CAMOUFLAGE PRINT
GA-110CM-3AJF

スウェット生地の風合いを、
マルチアングルプリントで表現。

HEATHERED PRINT
GA-110HT-8AJF

パンチング加工を施した
2色成型バンドを採用。

PANCHING PROCESSING
GA-110LPA-4AJF

精密金型成形により、レザー
の質感を樹脂で再現。

EMBOSSING URETHANE
GA-110BT-1AJF

インデックスに天然のダイヤモンドを4粒セット。

GENUINE DIAMOND

GA-110DDR-7AJF

COLLABORATE

14 10
1 5 12
16 13

ビビッドな色使いが個性的な
G-SHOCK MANとのコラボレーションモデル。

G-SHOCK MAN BOX
GA-110F-2JR

グラフィックアーティスト、ERIC HAZE
とのコラボレーションモデル。

ERIC HAZE

GA-110EH-8AJR

NYのアクセサリーブランド、
DEE AND RICKYとのコラボレーションモデル。

DEE AND RICKY
GA-110DR-1AJR

METAL- COVERED

STRUCTURE

GM-110/110G

GA-110のデザインアイデンティティはそのままに、カラー、素材、仕上げを一新。
インダストリアル・ストリートという新たな発想が生んだ、メタル外装を纏ったGM-110登場。

1 メタルカバード耐衝撃構造

3 鍛造成形ベゼル

ベゼルにメタル素材を採用。インナーケースに微細な突起を設け、

約20工程の鍛造と切削・研磨を経て、凹凸の多い表面形状から、

ベゼルとの接触面を減らすことで、モジュールへの衝撃を緩和。

組み立て精度を左右する裏面形状まで精緻に成形。

樹脂とガラス繊維を組み合わせ強度を向上。破損・変形に強い素材

- ゴールドIP＋オールミラー仕上げ［GM-110G］
メタルベゼルにミラー仕上げを施し、IP処理でゴールド
にカラーリング。

DESIGN

GM-110G

特性を生かし、モジュールを外部衝撃から保護。

- ヘアライン＋ミラー仕上げ［GM-110］
ベゼルの凸部と凹部に円周状と放射状のヘアライン仕
上げ、斜面にミラー仕上げを採用。

GM-110

2 ガラス繊維強化樹脂インナーケース

FUNCTION

積層文字板

スーパーイルミネーター

4つのパーツを積み上げ、奥行

高輝度なLEDライトで文字板

き感を演出。シンボリックなY字

を明るく照らし、暗所での視認

パーツは、立体的な造形と金属

性を確保。

調の着色でインゴットのような質
感に仕上げた。

針形状

バンドデザイン

耐磁性能

電池寿命約3年

大 型の時 分 針は、シンプルな

シンプルで肉厚な樹脂バンドを

モジュール内に耐磁板を実装

新型モジュールの採用で省電

シルエットでソリッド感を強調。

採用。表面にインダストリアル

し、JIS1種の耐磁性能を実現。

力化を実現。電池寿命を従来の

肉抜きや蓄光など、細部までこ

イメージの幾何学パターンを配

磁気による針ズレを防止。

約2年から約3年に向上。

だわったつくりに。

し、重厚感を演出。

FEATURES

MULTICOLORED,
METALCOVERED
GM-110RB/110B

GA-110シリーズ誕生10周年を記念し、

GM-110RB
レインボーIPベゼル
ミラー仕上げを施したメタルベゼルをレ
インボーIPで着色。緻密なマスキング
技術で、鮮やかな多色表現を実現。

マルチカラー蒸着文字板
針、インデックス、装飾パーツなどを、蒸
着処理でマルチカラー化。液晶を2色の
カラーブロックで表現。

スケルトンバンド
バンドの素材に、光沢感のあるクリア
樹脂を使用。
レッド、ブルー、イエローの
蛍光カラーで、異素材感を演出。

GM-110RB-2AJF
¥32,000
（税込¥35,200）

ファーストイヤー登場のGA-110F-2JRをオマージュ。
メタル外装とグラデーション表現で、
さらなる進化を遂げたNEWスーパーマルチカラーモデル。

GM-110B
グレーIPベゼル
メタルベゼルにミラー仕上げを施し、グ
レーIPで着色。文字板と好対照をなす
モノトーン調の外装に仕上げた。

レインボー文字板
文 字 板のY 字 パーツや見 切りなどを
蒸着処理でレインボーカラーに。繊細な
グラデーション表現で金属感を強調。

GM-110B-1AJF
¥27,000
（税込¥29,700）

