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メディア向けリリース⽤

RJ が ARRAW SPACE 6919 を発表。 

RJ 初の⾃社製ムーンフェイズムーブメントとアポロ 11 号の DNA の融合。 

ジュネーブ/スイス、2019 年 1 ⽉ 13 ⽇ - 1969 年 7 ⽉ 20 ⽇、宇宙船アポロ 11 号は⼈類
初の⽉⾯着陸に成功しました。着陸から 6 時間後、アームストロング船⻑は⼈類として初
めて⽉⾯に降り⽴ち、伝説の⼈となりました。  

そのちょうど 50 年後（1969 年〜2019 年）、この⼈類の偉業を祝福するため、RJ はアポ
ロ 11 号のパーツを素材として使⽤する初のムーンフェイズウォッチ、「ARRAW SPACE
6919」を発表します。

「ムーンダスト DNA」コレクションの発表から 10 年。2019 年 1 ⽉、ジュネーブで開催
される第 29 回 SIHH では、特許取得済みのこのユニークなムーンフェイズ ムーブメント
が新たな熱狂を巻き起こします。 

ムーブメント：RJ-2180

「ARRAW SPACE 6919」 は、時計の機能⾯だけでなくデザイン的にも贅を極めています。
SW-280 ⾃動巻き機械式ムーブメントには、RJ の技術者たちによって 29.5 ⽇のサイクル
で 360°回転する 3D の⽉が表⽰される特許取得済みの RJ ムーンフェイズ機構が追加され
ています。また、ムーブメント中央の時・分表⽰は地球の位置も⽰すようになりました。
すべての設定（時刻、⽉表⽰、⽇付）はリューズで⾏います。3 時位置の⽇付は、⽉が凸
⽉と三⽇⽉の間にあるときには+4 から-4 まで設定できます。 
「マイルストーンと呼ぶべき⼈類にとっての重要なできごとは、我々にインスピレーショ
ンを与えてくれます。私は重要な⼀歩がより⼤きな世界へとつながり、時計業界にも技術
⾰新を起こしていると信じています」と RJ の CEO でありクリエイティブディレクターで
あるマルコ・テデスキは「ARRAW SPACE 6919」に関して述べています。



ケース：ARRAW “SPACE”

初の試みとして、この印象的な RJ ARRAW 45mm のケースデザインには、宇宙からのイ
ンスピレーションを取り⼊れています。ベゼルは、⾼性能アクリルガラスと宇宙船アポロ
11 号の部品を組み合わせた超軽量で硬いコンポジット素材で作られています。この RJ が
開発した新素材は、アポロ 11 号の司令船にインスパイアされており、⾦属グリッドでケ 
ースに固定されています。その結果、まるでそこにあるのがごく当たり前のように、とて
も⾃然で調和のとれた外観となっています。「ARRAW SPACE 6919」は、ポリッシュ仕
上げおよびサテンブラシ仕上げのグレード 5 チタニウム、セラミック、5N+レッドゴール
ドの 3 種類の素材からお選びいただけます。このタイムピースは 100m 防⽔（330 フィー
ト）です。

ストラップ＆バックル

「ARRAW SPACE 6919」には、ARRAW ストラップ交換システムが付属しています。こ
れによって、2 つのラグのネジを同時に押すだけで、ストラップを簡単に取り外すことが
できます。バックルでは、ほかの道具を使わなくてもリリースレバーによって D バックル
からストラップを取り外すことができます。耐久性に優れたポリアミド製のストラップは、
ブラックラバーをはめ込むことによって防⽔性が備わっています。刻印された模様は、伝
説的な⽉への最初の⼀歩を想起させるものです。  

「RJ では、アポロ 11 号のミッションへの敬意を表するために ARRAW 6919 を制作しま
した。このユニークなウォッチは、未踏の世界の探求、新たな発⾒への試み、RJ の職⼈
たちの⼿によって作り出される洗練と独⾃性など、RJ の常に変わらぬ熱意を反映してい
ます。どのエディションも 100 本限定⽣産となっています」とマルコ・テデスキはコメン
トしています。
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ARRAW 
SPACE 
6919 
セラミック

REF 
1S45L.CZCR.8023.PR.ASN19 

ケース

種類 
ARRAW « SPACE» 

ケース径
45MM

ケース
ブラックセラミック製、サーキュラーサテンブラシ仕
上げ

ベゼル 
ブラックセラミック製、サーキュラーサテンブラシ仕
上げ。⾼性能アクリルガラスと宇宙船アポロ11号の部
品を組み合わせたコンポジット素材のインサート 

ラグ
ブラックセラミック製、サイドに垂直サテンブラシ仕
上げとポリッシュ仕上げ。ブラックのコンポジット レ
ジンのインサート

RJ Bumpers™ 
ブラック ラバー 

ガラス 
ドーム型の両⾯反射防⽌加⼯サファイヤクリスタル 

ケースバック
ブラックセラミック製のオープンバック、サーキュラ
ーサテンブラシ仕上げ、サファイヤクリスタル付き

リューズ
ブラックPVD加⼯のグレード5チタニウム製スクリュー
ロック、ブラックラバーのインサート付き

防⽔性 
100m（330フィート） 

ムーブメント

キャリバー
RJ-2180 ⾃動巻き機械式ムーブメント、RJ 360°ムー
ンフェイズ機構付き

機能 
センターに時針と分針、3時位置に⽇付表⽰、センター
に360°ムーンフェイズ
振動数
28ʼ800 alt/h (4 Hz)

⽯数 
41⽯ 

パワーリザーブ 
約38時間 

ダイアル＆針 

カラー

ダイアル上にムーブメントを眺めることができるサフ
ァイヤガラスの開⼝部 

アプライド
ロジウムコートおよびサテンブラシ仕上げのインデッ
クス、C1“⻘⾊発光”のスーパールミノバを塗布

針
ロジウムコートおよびサテンブラシ仕上げおよびファ
セット加⼯のインデックス、C1“⻘⾊発光”のスーパー
ルミノバを塗布

ストラップ＆バックル

タイプ
交換可能な“ARRAW”ストラップ

素材 

ポリアミドとブラックラバー	

バックル 
ブラックPVD加⼯のチタニウム製Dバックル、ポリッシ
ュ仕上げおよびサテンブラシ仕上げ、ブラックのコン
ポジット素材のサイドプレートとブラックラバーのジ
ョイント 

価格 
2,870,000円（税抜） 

発売 
2019年7⽉予定 

限定数 
100本 



ARRAW 
SPACE 
6919 
ゴールド

REF 

1S45L.OZOR.8023.PR.ASN19 

ケース

種類 

ARRAW « 宇宙 » 

ケース径

45MM

ケース

5N+ 18Kレッドゴールド製、サーキュラーサテンブラシ仕上

げ

ベゼル 

5N+ 18Kレッドゴールド製、サーキュラーサテンブラシ仕上

げ。高性能アクリルガラスと宇宙船アポロ11号の部品を組

み合わせたコンポジット素材のインサート 

ラグ

5N+ 18Kレッドゴールド製、サイドに垂直サテンブラシ仕上

げとポリッシュ仕上げ。ブラックのコンポジット レジンのイン

サート

RJ Bumpers™ 

ブラック ラバー 

ガラス 

ドーム型の両面反射防止加工サファイヤクリスタル。 

ケースバック

5N+ 18Kレッドゴールド製のオープンバック、サーキュラーサ

テンブラシ仕上げ、サファイヤクリスタル付き

リューズ

5N+18Kレッドゴールド製のスクリューロック、ブラックラバー

のインサート付き

防水性 

100m（330フィート） 

ムーブメント

キャリバー 

RJ-2180 自動巻き機械式ムーブメント、RJ 360°ムーンフェ

イズ機構付き

機能 

センターに時針と分針、3時位置に日付表示、センターに

360°ムーンフェイズ

振動数 

28’800 alt/h (4 Hz) 

石数 

41石 

パワーリザーブ 

約38時間 

ダイアル＆針 

カラー

ダイアル上にムーブメントを眺めることができるサファイヤガ

ラスの開口部

アプライド

レッドゴールドコートおよびサテンブラシ仕上げのインデック

ス、C1“青色発光”のスーパールミノバを塗布

針 

レッドゴールドコートおよびサテンブラシ仕上げおよびファセ

ット加工のインデックス、C1“青色発光”のスーパールミノバ

を塗布

ストラップ＆バックル

タイプ

交換可能な“ARRAW”ストラップ

素材 

ポリアミドとブラックラバー 

バックル 

18Kレッドゴールド製のトップバックルとPVD加工レッドゴー

ルド製のDバックル、ブラックのコンポジット素材のサイドプ

レートとブラックラバーのジョイント

価格 

4,920,000円（税抜） 

発売 

2019年7月予定 

限定数 

100本 



ARRAW 
SPACE 
6919 
チタニウム

REF  

1S45L.TZTR.8023.PR.ASN19 

ケース 

種類 

ARRAW “SPACE” 

ケース径 

45MM 

ケース 

グレード5チタニウム製、サーキュラーサテンブラシ仕上げ  

ベゼル 

グレード5チタニウム製、サーキュラーサテンブラシ仕上げ。

高性能アクリルガラスと宇宙船アポロ11号の部品を組み合

わせたコンポジット素材のインサート 

ラグ 

グレード5チタニウム製、サイドに垂直サテンブラシ仕上げと

ポリッシュ仕上げ。ブラックのコンポジット レジンのインサー

ト 

RJ Bumpers™ 

ブラック ラバー 

ガラス 

ドーム型の両面反射防止加工サファイヤクリスタル 

ケースバック 

グレード5チタニウム製のオープンバック、サーキュラーサテ

ンブラシ仕上げ、サファイヤクリスタル付き 

リューズ 

グレード5チタニウム製のスクリューロック、ブラックラバー

のインサート付き  

防水性 

100m（330フィート） 

 

ムーブメント 

キャリバー 

RJ-2180 自動巻き機械式ムーブメント、RJ 360°ムーンフェ

イズ機構付き 

 

機能 

センターに時針と分針、3時位置に日付表示、センターに

360°ムーンフェイズ 

振動数 

28’800 alt/h (4 Hz) 

石数 

41石 

パワーリザーブ 

約38時間 

 

ダイアル＆針 

カラー 

ダイアル上にムーブメントを眺めることができるサファイヤガ

ラスの開口部 

アプライド 

ロジウムコートおよびサテンブラシ仕上げのインデックス、

C1“青色発光”のスーパールミノバを塗布 

針 

ロジウムコートおよびサテンブラシ仕上げおよびファセット加

工のインデックス、C1“青色発光”のスーパールミノバを塗

布  

 

ストラップ＆バックル 

タイプ 

交換可能な“ARRAW”ストラップ  

素材 

ポリアミドとブラックラバー 

バックル 

チタニウム製Dバックル、ポリッシュ仕上げおよびサテンブラ

シ仕上げ、ブラックのコンポジット素材のサイドプレートとブ

ラックラバーのジョイント 

 

価格 

2,590,000円（税抜） 

 

発売 

2019年7月予定 

 

限定数 

100本 
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RJ について

RJ は、ハイエンドなスイスウォッチをデザインし、製造し、組み⽴てています。RJ を象
徴するコアコレクション、RJ ARRAW は有名なRJ バンパー™が特徴となっています。RJ
コラボレーション ウォッチは、バットマンやスパイダーマンなどの有名なコミックの
スーパーヒーローや、スーパーマリオ、スペースインベーダー、パックマンなどのテレビ
ゲームにインスパイアされて作り出されたものです。RJ DNA のコンセプト ウォッチは、
深海や宇宙の深奥などに着想を得ており、タイタニック号のスティールや本物の⽉の粉塵
など、⾝に付けたときに歴史を感じさせる素材が使われています。

【読者お問合せ先】

オールージュ
〒105-0001 港区虎ノ門5-11-1 オランダヒルズ森タワーRoP807
Tel. 03-6452-8802  www.eaurouge.tokyo

【本件に関するお問合せ先】

株式会社 EAU ROUGE ／ 加藤恵美
〒105-0001 港区虎ノ門5-11-1 オランダヒルズ森タワーRoP807
Tel: 03-6452-8802   Email: katoh@eaurouge.tokyo

株式会社 ドラゴンアーツ ／ 水谷竜太朗
〒150-0043 渋谷区道玄坂1-12-1 渋谷マークシティW22F
Tel: 03-4360-5608   Mobile: 080-4813-0098
Email: lou_mizutani@dragon-arts.jp
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