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2020 年 7 月 21 日 

株式会社 Gerard（ジェラルド） 

本格派アダルト腕時計「OMECO 潮 FUKIMASTER 極-KIWAMI-」発売記念 

“OMECO で世の中を元気に！”元 AV 男優・チョコボール向井が 

スペシャルアンバサダーに就任決定！ 

1 名限定、サイン入り OMECO タンクトップもプレゼント！ 

「OMECO」シリーズ累計 5,000 台を販売する「腕時計」を製造・販売する株式会社 Gerard（本社：東京都台東区、代

表取締役：風間友亮、以下ジェラルド）は、2020 年 7 月 14 日（火）より、本格派アダルト腕時計として人気の「OMECO」

新シリーズ「OMECO 潮 FUKIMASTER 極-KIWAMI-」の発売を記念して、元 AV 男優のチョコボール向井がスペシャ

ルアンバサダーに就任したことをお知らせします。 

 

OMECO ブランドを立ち上げた Gerard 代表・風間友亮（左）と元 AV 男優・チョコボール向井（右） 

変態高級腕時計「OMECO」通販サイト： https://omeco.buyshop.jp/ 

 

■現役時代を彷彿させる黒光りの肉体に輝く OMECO『これこそ男の象徴』 

さる 7 月 14 日、ジェラルド本社にて OMECO 新商品発表会を開催、発売を記念してチョコボール向井・スペシャル

アンバサダー就任式を開催しました。このたび発表した「OMECO 潮 FUKIMASTER 極-KIWAMI-」（税込価格 19,800

円）は、国産ムーブメント VK63 を使用、155 グラムと重厚で高級ステンレス仕様の本格派腕時計で、7 月 10 日より

インターネットにて先行販売、OMECO ファンを中心に順調な滑り出しです。現役を彷彿させる筋肉と黒光りの肉体で、

OMECO のタンクトップ姿で登場したチョコボール向井は『男優は車や時計が好き。いい時計をつけているとしっかりし

た男性に見える。時計は男性の象徴だよね』と、時計こそステータスを象徴するものだとアピール。『OMECO の名前

を聞いて一発で気に入りました。ギャグかと思いましたが、着けてみてずっしりと重厚もあり高級感もある。時計が好

きな後輩男優にも広めたいね』と力強く語りました。 
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■構想から 3 年。国産にこだわり続けた“極”は OMECO シリーズの集大成 

OMECO ブランドの責任者で代表の風間は『極は、構想から製造まで 2，3 年かかりました。ベルト、バックル、ムー

ブメントには拘り、中でもムーブメントは日本製で、高級腕

時計同様長針が稼働するタイプのクロノグラフ仕様となっ

ています。細部まで拘った、まさに OMECO 集大成と言えま

す』と、前作よりもコストが大幅に掛かり、ギャグだけではな

く、本物志向の時計であることをアピールしました。『私は

毎日ジムに通っている。鍛えた体こそチョコボール向井の

象徴。風間さんのそういったストイックさにも共感が持てま

した』（チョコボール向井）と、OMECO 開発に魂をかけた風

間代表の熱い思いも、スペシャルアンバサダー就任の切

欠につながったようです。今後の計画についてチョコボー

ル向井は『新型コロナウイルスで暗いニュースばかり。OMECO で世の中を明るくしたい』、続けて風間代表は『コロナ

で面白くない日々が続いている。ウィズコロナでも、楽しいもの、笑えるものをチョコボール向井さんと作っていけたら』

と今後の意気込みを語りました。 

 

■【非売品】世界に 1 枚、元 AV 男優・チョコボール向井サイン入り OMECO タンクトップを 1 名様に 

 OMECO ブランド、チョコボール向井スペシャルアンバサダー就任を記念して、チョコボール向井のサインが入った

OMECO タンクトップを 1 名様にプレゼントします。応募方法

は 、 OMECO 公 式 通 販 サ イ ト よ り 、 「 OMECO 潮

FUKIMASTER 極-KIWAMI-」を購入いただいた方に抽選で

1 名様にプレゼントいたします。当選者は発送をもってかえ

させていただきます。 

 

変態高級腕時計「OMECO」通販サイト：  

https://omeco.buyshop.jp/ 

 

■チョコボール向井も現役時代を思い出す！懐かしい「アダルト風 VHS」ケースに入った OMECO  

人気のシルバーが増えた「OMECO 潮 FUKIMASTER 極-KIWAMI-」の新 5 ラインナップとは 

   

「OMECO」シリーズの進化版、「OMECO 潮 FUKIMASTER 極-KIWAMI-」 

 

『このタンクトップを着てジムに行くよ』と語る 

元 AV 男優・チョコボール向井 

世界に 1 枚だけのサイン入り OMECO タンクトップ 
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ジェラルドは、2016 年より変態高級腕時計として「OMECO」シリーズ 

第一弾「OMECO 潮マスター」をインターネット（楽天市場、Amazon.com、

Yahoo!ショッピング、自社通販サイト）で販売を開始、累計 5,000 本以上

を販売しています。購入層は 25 歳から 44 歳のビジネスマンが多く、普

段使いやカジュアル使いも希望してかシルバーが 7 割を超えています。

このたび発表した「OMECO 潮 FUKIMASTER 極-KIWAMI-」はシルバー

タイプ 4 種類、ゴールドタイプ 1 種類、合計 5 種類のラインナップを用

意。現行モデルに比べ外観をスタイリッシュなデザインに再考し、ベルト

を滑らかでフィット感の出る分離パーツへ改良しました。日常生活用強

化防水を 3 気圧から 5 気圧へ、129 グラムから 155 グラムに重量を増

す事で高級感を演出。『アダルトビデオのイメージはやはり VHS。 

ネットの時代に、もう一度この時代の良さを思い出してほしい』（風間代

表）という想いから、ケースは昔懐かしい VHS 風に。『VHS だなんて、現

役時代を思い出すよね。AV の V はビデオの“V”ですから』（チョコボール

向井）と、時代を懐かしんでいました。パッケージから原点に立ち返り、モ

ノづくりをしっかりやろうと意気込む風間代表の強い思いや OMECO のセ

ンスが感じられます。 

ジェラルドが発売する「OMECO 潮 FUKIMASTER 極-KIWAMI-」は、イン

ターネット販売を中心にしながら、全国のグッズ販売店、量販店にも 

精力的に販売していく考えで、2021 年 8 月までに 1 万本を販売する計

画です。 

 

■「OMECO 潮 FUKIMASTER 極-KIWAMI-」製品概要 

 

【ブランド名】OMECO 潮 FUKIMASTER 極-KIWAMI- 

【希望小売価格】税込価格 19,800 円 

【カラー数】5 色 

【ムーブメント】クオーツ（電池式） 

【ムーブメント詳細】 

キャリバー：VK63 

日常生活用強化防水（5 気圧） 

ストップウオッチ機能（1/5 秒計測 60 分計） 

24 時針つき 

ルミブライト：あり（針） 

【ケース】 

縁部：ステンレススチール(硬質コーティング) 

胴部：ステンレススチール 

裏ぶた部：ステンレススチール 

ガラス：サファイアガラス 

OMECO ファンお気に入りの背面デザイン 

ケースを開けるときのドキドキ感を感じてほしい 
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【ケースサイズ】 

ケースサイズ；約 48.5mm×44mm（リューズ込み） 

ケース厚：約 13mm 

【バンド】 

バンド素材：ステンレススチール 

バンド留金タイプ：ワンプッシュ三つ折れ方式（ロック付） 

【バンドサイズ】 

バンド：15.8cm〜21.5cm（コマ調整可能） 

バンド幅：18.8mm 

【重量】155g 

【保証期間】 

90 日保証対象：ムーブメントの故障のみ（電池やベルト・ケースの破損は

保証対象外） 

※詳しくは保証内容をご確認ください。 

【付属品】 

専用 BOX / 取扱説明書 兼 保証書 / コマ調整器具（予備針入・保証

対象外・破損時交換不可） 

 

※上から、シルバー×ホワイト、シルバー×ブラック、シルバー×ホワイト

ブラック（白パンダ）、シルバー×ホワイトブラック（黒パンダ）、ゴールド 

※コマ調整器具はオマケのため、本体・針の保証は行っておりませんの

でご了承下さい。 

※コマ調整器具の使い方がわからない、不安な方は時計専門店でご対応下さい。 

 

■株式会社 Gerard（ジェラルド）について 

企業名：株式会社 Gerard 

所在地：東京都台東区台東 2-31-8 ビクトリービル 1F 

連絡先：TEL 03-6284-2382 / FAX 03-6730-2827 

創立：2016 年 2 月 

代表取締役：風間 友亮 

事業内容 ：ジュエリーや時計等身近なファッションアイテムの生産、輸入、販売、卸 

 ：小売店、飲食店の企画、運営、管理及び経営並びにそれらのコンサルティング 

企業 URL：https://www.gerard-inc.com 

以上 


