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Mechanical  メカニカル Mechanical  メカニカル

ソーラー電波時計 ワールドタイムソーラー電波時計 ワールドタイム

詳しい商品情報についてはこちらへ

▲

セイコー創業140周年記念限定モデル

1 2

SBDC151
82,500円（税込）

Cal.6R35
ステンレスケース
裏ぶた：ステンレスとガラス
カーブサファイアガラス

（内面無反射コーティング）
裏ぶた「LIMITED EDITION」表記
シースルーバック
46.2×38.0×12.9 ㎜

mF

数量限定
3,500本

SARY207
66,000円（税込）

Cal.4R39
ステンレスケース
裏ぶた：ステンレスとガラス
裏ぶた「LIMITED EDITION」表記
シースルーバック
47.0×40.8×12.8 ㎜

mF

数量限定
4,000本

SBXY023
110,000円（税込）

Cal.8B63
純チタンケース（ダイヤシールド）
サファイアガラス（スーパークリア コーティング）
裏ぶた「LIMITED EDITION」表記
47.9×41.3×10.6 ㎜

mF

数量限定
300本

SSQV098
110,000円（税込）

Cal.1B35
純チタンケース（プラチナダイヤシールド・ 
一部イエローゴールド色めっき）
サファイアガラス（スーパークリア コーティング）
裏ぶた「LIMITED EDITION」表記
ダイヤ入り白蝶貝ダイヤル
35.3×28.0×7.6 ㎜

mF

数量限定
300本

コアショップ専用



SPEEDTIMER
Mechanical　メカニカル

詳しい商品情報についてはこちらへ

▲

SPEEDTIMER メカニカルクロノグラフ
Limited Edition

SOLAR  CHRONOGRAPH　ソーラー クロノグラフ

SBDL085  74,800 円（税込）

mF
Cal.V192　ステンレスケース（一部硬質コーティング）　カーブサファイアガラス（内面無反射コーティング）　45.5×39.0×13.3 ㎜

11月発売予定
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SBDL089
74,800円（税込）

Cal.V192
ステンレスケース（一部硬質コーティング）
カーブサファイアガラス

（内面無反射コーティング）
45.5×39.0×13.3 ㎜

 

mF

11月発売予定

SBEC007
352,000円（税込）

Cal.8R46
ステンレスケース（ダイヤシールド）
裏ぶた：ステンレスとサファイアガラス
デュアルカーブサファイアガラス

（内面無反射コーティング）
裏ぶた「LIMITED EDITION」表記
シリアルナンバー入り
シースルーバック
牛皮革（カーフ）替えストラップつき
45.5×42.5×15.1 ㎜

11月発売予定

数量限定
1,000本

SBEC009
330,000円（税込）

Cal.8R46
ステンレスケース（ダイヤシールド）
裏ぶた：ステンレスとサファイアガラス
デュアルカーブサファイアガラス

（内面無反射コーティング）
シースルーバック
45.5×42.5×15.1 ㎜

11月発売予定

SBDL091
74,800円（税込）

Cal.V192
ステンレスケース（一部硬質コーティング）
カーブサファイアガラス

（内面無反射コーティング）
45.5×39.0×13.3 ㎜

mF

11月発売予定

コアショップ専用

コアショップ専用

SBDL087
74,800円（税込）

Cal.V192
ステンレスケース（一部硬質コーティング）
カーブサファイアガラス

（内面無反射コーティング）
45.5×39.0×13.3 ㎜

mF

11月発売予定

mF mF



SBDC101  143,000 円（税込）

mF
Cal.6R35　ステンレスケース（ダイヤシールド）　カーブサファイアガラス（内面無反射コーティング）　47.6×40.5×13.2 ㎜

コアショップ専用

DIVER SCUBA
Mechanical　メカニカル

詳しい商品情報についてはこちらへ

▲
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SBDC141
137,500円（税込）

Cal.6R35
ステンレスケース（ダイヤシールド）
カーブサファイアガラス（内面無反射コーティング）
ポリエステルストラップ
ポリエステル替えストラップつき
47.6×40.5×13.2 ㎜

m

SBDC143
148,500円（税込）

Cal.6R35
ステンレスケース（ダイヤシールド）
カーブサファイアガラス（内面無反射コーティング）
ポリエステルストラップ
ポリエステル替えストラップつき
46.6×42.7×13.2 ㎜

m

SBDC105
121,000円（税込）

Cal.6R35
ステンレスケース（ダイヤシールド）
カーブサファイアガラス（内面無反射コーティング）
シリコンストラップ
47.6×40.5×13.2 ㎜

mF

SBDC125
143,000円（税込）

Cal.6R35
ステンレスケース（ダイヤシールド）
サファイアガラス（内面無反射コーティング）
48.8×42.0×12.5 ㎜

mF

SBDC081
93,500円（税込）

Cal.6R35
ステンレスケース
サファイアガラス
52.6×45.0×12.9 ㎜

mF

コアショップ専用

コアショップ専用

コアショップ専用

コアショップ専用

コアショップ専用

SBDX047
330,000円（税込）

Cal.8L35
ステンレスケース（ダイヤシールド）
カーブサファイアガラス（内面無反射コーティング）
49.3×44.0×13.0 ㎜

mF

コアショップ専用



DIVER SCUBA

FIELDMASTER

Mechanical　メカニカル

Mechanical　メカニカル

ALPINIST
Mechanical　メカニカル

SOLAR　ソーラー
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SBDY105
63,800円（税込）

Cal.4R36
ステンレスケース
レンズつきガラス
裏ぶた「SPECIAL EDITION」表記
49.4×42.4×13.4 ㎜

mF

SBDY107
64,900円（税込）

Cal.4R35
ステンレスケース
裏ぶた「SPECIAL EDITION」表記
シリコンストラップ
44.0×43.2×12.6 ㎜

mF

SBDY093
77,000円（税込）

Cal.4R36
ステンレスケース
ベゼル：セラミックス
レンズつきサファイアガラス

（内面無反射コーティング）
裏ぶた「SPECIAL EDITION」表記
47.7×45.0×13.2 ㎜

mF

SBDN077
60,500円（税込）

Cal.V147
ステンレスケース
サファイアガラス
46.5×38.5×10.6 ㎜

mF

1月発売予定

SBDN079
60,500円（税込）

Cal.V147
ステンレスケース
サファイアガラス
46.5×38.5×10.6 ㎜

mF

1月発売予定

SBDN080
60,500円（税込）

Cal.V147
ステンレスケース（ピンクゴールド色めっき）
サファイアガラス
シリコンストラップ
46.5×38.5×10.6 ㎜

mF

1月発売予定

SBDC159
82,500円（税込）

Cal.6R35
ステンレスケース
裏ぶた：ステンレスとガラス
カーブサファイアガラス（内面無反射コーティング）
シースルーバック
46.2×38.0×12.9 ㎜

mF

1月発売予定

SBDC161
80,300円（税込）

Cal.6R35
ステンレスケース
裏ぶた：ステンレスとガラス
カーブサファイアガラス（内面無反射コーティング）
シースルーバック
馬皮革（ホース）ストラップ
46.2×38.0×12.9 ㎜

m

1月発売予定

SBDC091
82,500円（税込）

Cal.6R35
ステンレスケース
裏ぶた：ステンレスとガラス
レンズつきサファイアガラス（内面無反射コーティング）
シースルーバック
簡易方位計つき内転リング
牛皮革（カーフ）ストラップ
46.4×39.5×13.2 ㎜

m

SBDY111
67,100円（税込）

Cal.4R35
ステンレスケース
サファイアガラス
45.2×42.4×11.7 ㎜

mF

SBDY113
67,100円（税込）

Cal.4R35
ステンレスケース
サファイアガラス
45.2×42.4×11.7 ㎜

mF

SBDY099
61,600円（税込）

Cal.4R35
ステンレスケース
サファイアガラス
ポリエステルストラップ
45.2×42.4×11.7 ㎜

m

Save the Ocean
Special Edition

Save the Ocean
Special Edition PADI Model コアショップ専用 コアショップ専用 コアショップ専用



W182×H257

SBXC063    286,000 円（税込）  

mF
Cal.5X53　純チタンケース（ダイヤシールド）　デュアルカーブサファイアガラス（スーパークリア コーティング）

スマートアジャスター機構つき中留　50.3×42.8×14.7 ㎜

イメージキャラクター
大谷 翔平さん

【プロフィール】
1994年、岩手県生まれ。
身長193cm、体重92kg、右投げ・左打ち。
2012年、ドラフト1位で北海道日本ハムファイターズ
入団。投手と打者を兼任する「二刀流」に挑戦し、
注目を集める。2016年、投打両輪の活躍でファイターズ
の日本一に貢献し、自身もパ・リーグMVP。
2018年、ロサンゼルス・エンゼルスに入団。投手として
4勝2敗、防御率3.31、打者として打率.285、22本
塁打、61打点。
MLB史上初の10試合登板、20本塁打、10盗塁を
達成。ア・リーグ新人王を受賞。

詳しい商品情報についてはこちらへ

▲

GPS Solar　GPSソーラー

109

SBXC069
308,000円（税込）

Cal.5X53
純チタンケース（スーパー ブラックダイヤシールド）
デュアルカーブサファイアガラス

（スーパークリア コーティング）
スマートアジャスター機構つき中留
50.3×42.8×14.7 ㎜

mF

SBXC103
286,000円（税込）

Cal.5X53
純チタンケース（ダイヤシールド・
一部スーパー ブラックダイヤシールド）
デュアルカーブサファイアガラス

（スーパークリア コーティング）
スマートアジャスター機構つき中留
50.3×42.8×14.7 ㎜

mF

SBXC067
286,000円（税込）

Cal.5X53
純チタンケース（ダイヤシールド）
デュアルカーブサファイアガラス

（スーパークリア コーティング）
スマートアジャスター機構つき中留
50.3×42.8×14.7 ㎜

mF

SBXC104
286,000円（税込）

Cal.5X53
純チタンケース（ダイヤシールド・ 
一部ローズゴールドダイヤシールド）
デュアルカーブサファイアガラス

（スーパークリア コーティング）
スマートアジャスター機構つき中留
50.3×42.8×14.7 ㎜

mF

SBXC065
286,000円（税込）

Cal.5X53
純チタンケース（ダイヤシールド）
デュアルカーブサファイアガラス

（スーパークリア コーティング）
スマートアジャスター機構つき中留
50.3×42.8×14.7 ㎜

mF

コアショップ専用



GPS Solar　GPSソーラーGPS Solar　GPSソーラー 
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SBXD003
187,000円（税込）

Cal.3X22
ステンレスケース（ダイヤシールド）
ベゼル：セラミックス
サファイアガラス（スーパークリア コーティング）
スマートアジャスター機構つき中留
46.2×39.0×11.0 ㎜

mF

SBXD005
187,000円（税込）

Cal.3X22
ステンレスケース（ダイヤシールド）
ベゼル：セラミックス
サファイアガラス（スーパークリア コーティング）
スマートアジャスター機構つき中留
46.2×39.0×11.0 ㎜

mF

SBXC021
231,000円（税込）

Cal.5X53
ステンレスケース（ダイヤシールド）
デュアルカーブサファイアガラス

（スーパークリア コーティング）
スマートアジャスター機構つき中留
49.9×42.7×13.3 ㎜

mF

SBXC003
253,000円（税込）

Cal.5X53
純チタンケース（ダイヤシールド）
ベゼル：チタンとセラミックス
サファイアガラス（スーパークリア コーティング）
スマートアジャスター機構つき中留
50.7×42.9×12.2 ㎜

mF

SBXC037
275,000円（税込）

Cal.5X53
純チタンケース（スーパー ブラックダイヤシールド）
ベゼル：チタンとセラミックス
サファイアガラス（スーパークリア コーティング）
スマートアジャスター機構つき中留
50.7×42.9×12.2 ㎜

mF

SBXD007
231,000円（税込）

Cal.3X22
純チタンケース（ダイヤシールド）
ベゼル：セラミックス
サファイアガラス（スーパークリア コーティング）
スマートアジャスター機構つき中留
46.1×39.0×12.3 ㎜

mF

SBXD009
253,000円（税込）

Cal.3X22
純チタンケース（スーパー ブラックダイヤシールド）
ベゼル：セラミックス
サファイアガラス（スーパークリア コーティング）
スマートアジャスター機構つき中留
46.1×39.0×12.3 ㎜

mF

SBXD012
198,000円（税込）

Cal.3X22
ステンレスケース（ローズゴールドダイヤシールド）
ベゼル：セラミックス
サファイアガラス（スーパークリア コーティング）
牛皮革（ステア）ストラップ
46.2×39.0×11.0 ㎜

mF

SBXD011
198,000円（税込）

Cal.3X22
ステンレスケース（ダイヤシールド）
ベゼル：セラミックス
サファイアガラス（スーパークリア コーティング）
スマートアジャスター機構つき中留
46.2×39.0×11.0 ㎜

mF



ソーラー電波モデル

RADIO WAVE CONTROL SOLAR WORLD TIME　ソーラー電波時計 ワールドタイム

詳しい商品情報についてはこちらへ

▲

RADIO WAVE CONTROL SOLAR　ソーラー電波時計 

RADIO WAVE CONTROL SOLAR WORLD TIME　ソーラー電波時計 ワールドタイム
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SBXY020
143,000円（税込）

Cal.8B63
純チタンケース

（一部ピンクゴールド色めっき・ダイヤシールド）
デュアルカーブサファイアガラス

（スーパークリア コーティング）
スマートアジャスター機構つき中留
45.3×41.3×11.3 ㎜

mF

SBXY021
132,000円（税込）

Cal.8B63
純チタンケース（ダイヤシールド）
デュアルカーブサファイアガラス

（スーパークリア コーティング）
クロコダイルストラップ
45.3×41.3×11.3 ㎜

mF

SBXY005
132,000円（税込）

Cal.8B63
純チタンケース

（一部硬質コーティング・ダイヤシールド）
デュアルカーブサファイアガラス

（スーパークリア コーティング）
牛皮革（キップ）ストラップ
45.3×41.3×11.3 ㎜

mF

SBXY003
143,000円（税込）

Cal.8B63
純チタンケース（ダイヤシールド）
デュアルカーブサファイアガラス

（スーパークリア コーティング）
スマートアジャスター機構つき中留
45.3×41.3×11.3 ㎜

mF

SBXY015
110,000円（税込）

Cal.8B63
純チタンケース（ダイヤシールド）
サファイアガラス

（スーパークリア コーティング）
47.9×41.3×10.6 ㎜

mF

SBXY019
110,000円（税込）

Cal.8B63
純チタンケース（硬質コーティング）
サファイアガラス

（スーパークリア コーティング）
47.9×41.3×10.6 ㎜

mF

SAGA309
132,000円（税込）

Cal.8B63
純チタンケース（ダイヤシールド）
サファイアガラス

（スーパークリア コーティング）
49.4×41.4×10.6 ㎜

mF

SAGA311
121,000円（税込）

Cal.8B63
純チタンケース（ダイヤシールド）
サファイアガラス

（スーパークリア コーティング）
クロコダイルストラップ
49.4×41.4×10.6 ㎜

mF

SAGZ083
71,500円（税込）

Cal.7B24
純チタンケース（ダイヤシールド）
裏ぶた：純チタンとガラス
サファイアガラス

（スーパークリア コーティング）
46.0×39.0×8.8 ㎜

F

SAGZ087
71,500円（税込）

Cal.7B24
純チタンケース（ダイヤシールド）
裏ぶた：純チタンとガラス
サファイアガラス

（スーパークリア コーティング）
46.0×39.0×8.8 ㎜

F

SAGZ079
71,500円（税込）

Cal.7B24
純チタンケース（ダイヤシールド）
裏ぶた：純チタンとガラス
サファイアガラス

（スーパークリア コーティング）
46.0×39.0×8.8 ㎜

F

SAGZ081
71,500円（税込）

Cal.7B24
純チタンケース（ダイヤシールド）
裏ぶた：純チタンとガラス
サファイアガラス

（スーパークリア コーティング）
46.0×39.0×8.8 ㎜

F



W182×H257

SARX077　110,000円（税込） Cal.6R35　ステンレスケース（ダイヤシールド）　裏ぶた：ステンレスとサファイアガラス　 
サファイアガラス（内面無反射コーティング）　シースルーバック　47.2×39.3×11.1 ㎜

mFコアショップ専用

Prestige Line
Mechanical　メカニカル

詳しい商品情報についてはこちらへ

▲
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SARX089
110,000円（税込）

Cal.6R35
ステンレスケース（ダイヤシールド）
裏ぶた：ステンレスとサファイアガラス
サファイアガラス（内面無反射コーティング）
シースルーバック
47.2×39.3×11.1 ㎜

mF

SARX091
110,000円（税込）

Cal.6R35
ステンレスケース（硬質コーティング）
裏ぶた：ステンレス（硬質コーティング）と
サファイアガラス
サファイアガラス（内面無反射コーティング）
シースルーバック
47.2×39.3×11.1 ㎜

mF

SARX075
110,000円（税込）

Cal.6R35
ステンレスケース（ダイヤシールド）
裏ぶた：ステンレスとサファイアガラス
サファイアガラス（内面無反射コーティング）
シースルーバック
47.2×39.3×11.1 ㎜

mF

SARF001
159,500円（税込）

Cal.6R64
ステンレスケース（ダイヤシールド）
裏ぶた：ステンレスとサファイアガラス
サファイアガラス（内面無反射コーティング）
シースルーバック
49.2×42.2×13.7 ㎜

mF

SARF003
159,500円（税込）

Cal.6R64
ステンレスケース（ダイヤシールド）
裏ぶた：ステンレスとサファイアガラス
サファイアガラス（内面無反射コーティング）
シースルーバック
49.2×42.2×13.7 ㎜

mF

SARF005
159,500円（税込）

Cal.6R64
ステンレスケース（ダイヤシールド）
裏ぶた：ステンレスとサファイアガラス
サファイアガラス（内面無反射コーティング）
シースルーバック
49.2×42.2×13.7 ㎜

mF

コアショップ専用

コアショップ専用

コアショップ専用

コアショップ専用

コアショップ専用

コアショップ専用



Prestige Line       Prestige Line
Mechanical　メカニカル Mechanical　メカニカル

1817

SARF011
198,000円（税込）

Cal.6R64
純チタンケース（ダイヤシールド）
裏ぶた：純チタン（ダイヤシールド）とサファイアガラス
デュアルカーブサファイアガラス

（内面無反射コーティング）
シースルーバック
47.8×40.0×14.6 ㎜

mF

SARF012
198,000円（税込）

Cal.6R64
純チタンケース

（一部ピンクゴールド色めっき・ダイヤシールド）
裏ぶた：純チタン（ダイヤシールド）とサファイアガラス
デュアルカーブサファイアガラス

（内面無反射コーティング）
シースルーバック
47.8×40.0×14.6 ㎜

mF

SARF013
198,000円（税込）

Cal.6R64
純チタンケース（ダイヤシールド）
裏ぶた：純チタン（ダイヤシールド）とサファイアガラス
デュアルカーブサファイアガラス

（内面無反射コーティング）
シースルーバック
クロコダイルストラップ
47.8×40.0×14.6 ㎜

mF

SARX055
143,000円（税込）

Cal.6R15
純チタンケース（ダイヤシールド）
裏ぶた：純チタンとサファイアガラス
サファイアガラス

（スーパークリア コーティング）
シースルーバック
46.3×40.8×11.0 ㎜

mF

SARX057
143,000円（税込）

Cal.6R15
純チタンケース（ダイヤシールド）
裏ぶた：純チタンとサファイアガラス
サファイアガラス

（スーパークリア コーティング）
シースルーバック
46.3×40.8×11.0 ㎜

mF

SARX065
132,000円（税込）

Cal.6R35
ステンレスケース
裏ぶた：ステンレスとサファイアガラス
デュアルカーブサファイアガラス

（内面無反射コーティング）
シースルーバック
琺瑯ダイヤル
馬皮革（ホース）ストラップ
47.2×39.9×12.4 ㎜

mF

SARW049
220,000円（税込）

Cal.6R27
ステンレスケース
裏ぶた：ステンレスとサファイアガラス
デュアルカーブサファイアガラス

（内面無反射コーティング）
シースルーバック
有田焼ダイヤル
クロコダイルストラップ
48.8×40.6×14.1 ㎜

mF

SARX061
198,000円（税込）

Cal.6R35
ステンレスケース
裏ぶた：ステンレスとサファイアガラス
デュアルカーブサファイアガラス

（内面無反射コーティング）
シースルーバック
有田焼ダイヤル
クロコダイルストラップ
48.8×40.5×12.4 ㎜

mF

SRRX001
148,500円（税込）

Cal.6R31
ステンレスケース
デュアルカーブサファイアガラス

（内面無反射コーティング）
琺瑯ダイヤル
ダイヤ入りりゅうず
牛皮革（カーフ）ストラップ
42.5×34.3×12.1 ㎜

mF

12月発売予定

SRRX002
154,000円（税込）

Cal.6R31
ステンレスケース（金色めっき）
デュアルカーブサファイアガラス

（内面無反射コーティング）
琺瑯ダイヤル
ダイヤ入りりゅうず
牛皮革（カーフ）ストラップ
42.5×34.3×12.1 ㎜

mF

12月発売予定

SARW035
132,000円（税込）

Cal.6R27
ステンレスケース
裏ぶた：ステンレスとサファイアガラス
デュアルカーブサファイアガラス

（内面無反射コーティング）
シースルーバック
琺瑯ダイヤル
クロコダイルストラップ
47.8×40.5×12.8 ㎜

mF

SARX049
110,000円（税込）

Cal.6R15
ステンレスケース
裏ぶた：ステンレスとサファイアガラス
デュアルカーブサファイアガラス

（内面無反射コーティング）
シースルーバック
琺瑯ダイヤル
クロコダイルストラップ
47.8×40.5×12.4 ㎜

mF

SARD011
187,000円（税込）

Cal.6R24
ステンレスケース
裏ぶた：ステンレスとガラス
カーブサファイアガラス

（内面無反射コーティング）
シースルーバック
漆ダイヤル
クロコダイルストラップ
47.8×40.5×13.2 ㎜

m

コアショップ専用 コアショップ専用 コアショップ専用

コアショップ専用

コアショップ専用 コアショップ専用 コアショップ専用 コアショップ専用



Basic LineBasic Line
Mechanical　メカニカルMechanical　メカニカル

2019

SARY193
60,500円（税込）

Cal.4R35
ステンレスケース
裏ぶた：ステンレスとガラス
シースルーバック
47.0×40.8×12.0 ㎜

mF

SARY195
60,500円（税込）

Cal.4R35
ステンレスケース
裏ぶた：ステンレスとガラス
シースルーバック
47.0×40.8×12.0 ㎜

mF

SARY197
55,000円（税込）

Cal.4R35
ステンレスケース
裏ぶた：ステンレスとガラス
シースルーバック
ナイロンストラップ
47.0×40.8×12.0 ㎜

m

SARY192
66,000円（税込）

Cal.4R39
ステンレスケース

（ピンクゴールド色めっき）
裏ぶた：ステンレス

（ピンクゴールド色めっき）とガラス
シースルーバック
ナイロンストラップ
47.0×40.8×12.8 ㎜

m

SARY201
55,000円（税込）

Cal.4R38
ステンレスケース
裏ぶた：ステンレスとガラス
シースルーバック
47.5×40.5×11.8 ㎜

mF

SARY132
70,400円（税込）

Cal.4R57
ステンレスケース（ピンクゴールド色めっき）
裏ぶた:ステンレスとガラス
シースルーバック
牛皮革（カーフ）ストラップ
47.5×40.5×14.4 ㎜

mF

SRRY028
51,700円（税込）

Cal.4R35
ステンレスケース（ピンクゴールド色めっき）
裏ぶた:ステンレスとガラス
シースルーバック
牛皮革（カーフ）ストラップ
40.4×33.8×11.3 ㎜

mF

SARY203
66,000円（税込）

Cal.4R39
ステンレスケース
裏ぶた：ステンレスとガラス
デュアルカーブサファイアガラス
シースルーバック
48.4×41.8×12.5 ㎜

jmF

SARY205
58,300円（税込）

Cal.4R35
ステンレスケース
裏ぶた：ステンレスとガラス
デュアルカーブサファイアガラス
シースルーバック
合成皮革ストラップ
48.5×41.7×11.7 ㎜

jm

SARY095
63,800円（税込）

Cal.4R39
ステンレスケース
裏ぶた：ステンレスとガラス
デュアルカーブサファイアガラス
シースルーバック
牛皮革（カーフ）ストラップ
48.4×41.8×12.5 ㎜

jmF



ルキア イメージキャラクター
池田 エライザさん （女優）

【プロフィール】
1996年4月16日生まれ、福岡県出身。2009年、ファッ
ション誌「ニコラ」の第13回ニコラモデル・オーディション
でグランプリを受賞し、モデル活動をスタート。2011年、
映画「高校デビュー」で女優デビューを果たす。以後、
初のヒロイン役を務めた映画「みんな!エスパーだよ!」
(2015年)、初主演映画「一礼して、キス」（2017年）
など、数々の話題作に出演。2020年には、自身が原案・
初監督を務めた映画「夏、至るころ」が公開。映画

「騙し絵の牙」公開、NHKよるドラ「古見さんは、コミュ
症です。」出演。映画「真夜中乙女戦争」（2022年
公開予定)。

詳しい商品情報についてはこちらへ

▲

RADIO WAVE CONTROL SOLAR  WORLD TIME　ソーラー電波時計 ワールドタイム 

ELAIZA IKEDA Limited Edition

21 22

SSQV099
110,000円（税込）

Cal.1B35
純チタンケース 

（硬質コーティング・一部プラチナダイヤシールド）
サファイアガラス（スーパークリア コーティング）
裏ぶた「LIMITED EDITION」表記
ダイヤ入りダイヤル
ダイヤ入りりゅうず
35.3×28.0×7.6 ㎜

mF

11月発売予定

数量限定
700本

SSQV100
110,000円（税込）

Cal.1B35
純チタンケース（プラチナダイヤシールド・ 
一部シャンパンゴールド色めっき）
サファイアガラス（スーパークリア コーティング）
裏ぶた「LIMITED EDITION」表記
ダイヤ入り白蝶貝ダイヤル
ダイヤ入りりゅうず
35.3×28.0×7.6 ㎜

mF

11月発売予定

数量限定
700本

SSQV081
85,800円（税込）

Cal.1B35
純チタンケース（プラチナダイヤシールド・ 
一部硬質コーティング）
サファイアガラス（スーパークリア コーティング）
35.3×28.0×7.6 ㎜

mF

SSQV082
85,800円（税込）

Cal.1B35
純チタンケース（プラチナダイヤシールド・ 
一部シャンパンゴールド色めっき）
サファイアガラス（スーパークリア コーティング）
35.3×28.0×7.6 ㎜

mF



RADIO WAVE CONTROL SOLAR  WORLD TIME　ソーラー電波時計 ワールドタイム RADIO WAVE CONTROL SOLAR  WORLD TIME　ソーラー電波時計 ワールドタイム 

SOLAR　
ソーラー

RADIO WAVE CONTROL SOLAR 　
ソーラー電波時計 

RADIO WAVE CONTROL SOLAR　ソーラー電波時計 

Lady Collection　 レディ コレクション

23 24

SSVW179
110,000円（税込）

Cal.1B32
ダイヤ入りステンレスケース 

（一部プラチナダイヤシールド）
サファイアガラス

（スーパークリア コーティング）
白蝶貝ダイヤル
36.4×23.9×7.7 ㎜

mF

SSQV092
85,800円（税込）

Cal.1B35
純チタンケース（プラチナダイヤシールド・ 
一部イエローゴールド色めっき）
サファイアガラス（スーパークリア コーティング）
35.3×28.0×7.6 ㎜

mF

SSQV094
85,800円（税込）

Cal.1B35
純チタンケース（プラチナダイヤシールド・ 
一部ピンクゴールド色めっき）
サファイアガラス（スーパークリア コーティング）
35.3×28.0×7.6 ㎜

mF

SSQV096
85,800円（税込）

Cal.1B35
純チタンケース（プラチナダイヤシールド・ 
一部イエローゴールド色めっき）
サファイアガラス（スーパークリア コーティング）
牛皮革（カーフ）ストラップ
35.3×28.0×7.6 ㎜

mF

SSVW193
58,300円（税込）

Cal.1B32
ステンレスケース

（プラチナダイヤシールド）
サファイアガラス

（スーパークリア コーティング）
38.1×23.7×7.7 ㎜

mF

SSVW194
61,600円（税込）

Cal.1B32
ステンレスケース

（プラチナダイヤシールド・ 
一部シャンパンゴールド色めっき）
サファイアガラス

（スーパークリア コーティング）
38.1×23.7×7.7 ㎜

mF

SSVN038
46,200円（税込）

Cal.V137
ステンレスケース

（一部ピンクゴールド色めっき・ 
一部プラチナダイヤシールド）
サファイアガラス

（スーパークリア コーティング）
38.1×31.0×7.5 ㎜

mF

SSVN039
46,200円（税込）

Cal.V137
ステンレスケース

（一部プラチナダイヤシールド）
サファイアガラス

（スーパークリア コーティング）
牛皮革（カーフ）ストラップ
38.1×31.0×7.5 ㎜

mF

SSVV056
110,000円（税込）

Cal.1B35
ダイヤ入りステンレスケース

（一部シャンパンゴールド色めっき・ 
一部プラチナダイヤシールド）
サファイアガラス

（スーパークリア コーティング）
白蝶貝ダイヤル
35.0×28.1×7.6 ㎜

mF

SSVV054
110,000円（税込）

Cal.1B35
ダイヤ入りステンレスケース

（一部ピンクゴールド色めっき・ 
一部プラチナダイヤシールド）
サファイアガラス

（スーパークリア コーティング）
白蝶貝ダイヤル
35.0×28.1×7.6 ㎜

mF

SSQV040
85,800円（税込）

Cal.1B35
純チタンケース（プラチナダイヤシールド・ 
一部ピンクゴールド色めっき）
サファイアガラス

（スーパークリア コーティング）
ダイヤ入り白蝶貝ダイヤル
33.5×28.0×7.6 ㎜

mF

SSQV066
85,800円（税込）

Cal.1B35
純チタンケース（プラチナダイヤシールド・ 
一部シャンパンゴールド色めっき）
サファイアガラス

（スーパークリア コーティング）
ダイヤ入り白蝶貝ダイヤル
33.5×28.0×7.6 ㎜

mF

SSVW180
110,000円（税込）

Cal.1B32
ダイヤ入りステンレスケース

（一部シャンパンゴールド色めっき・ 
一部プラチナダイヤシールド）
サファイアガラス

（スーパークリア コーティング）
白蝶貝ダイヤル
36.4×23.9×7.7 ㎜

mF

SSQW046
85,800円（税込）

Cal.1B32
純チタンケース 

（シャンパンゴールド色めっき・ 
一部プラチナダイヤシールド）
サファイアガラス

（スーパークリア コーティング）
ダイヤ入り白蝶貝ダイヤル
37.4×24.6×7.7 ㎜

mF

SSQW052
85,800円（税込）

Cal.1B32
純チタンケース（プラチナダイヤシールド・ 
一部シャンパンゴールド色めっき）
サファイアガラス

（スーパークリア コーティング）
ダイヤ入り白蝶貝ダイヤル
37.4×24.6×7.7 ㎜

mF



RADIO WAVE CONTROL SOLAR  WORLD TIME　ソーラー電波時計 ワールドタイム 

RADIO WAVE CONTROL SOLAR 　
ソーラー電波時計 

RADIO WAVE CONTROL SOLAR  WORLD TIME　ソーラー電波時計 ワールドタイム SOLAR　
ソーラー

SOLAR　
ソーラー

RADIO WAVE CONTROL SOLAR　ソーラー電波時計 

Standard Collection Limited Edition

Standard Collection　 スタンダード コレクションLady Collection　 レディ コレクション

25 26

SSVW117
64,900円（税込）

Cal.1B32
ステンレスケース

（プラチナダイヤシールド）
サファイアガラス

（スーパークリア コーティング）
ダイヤ入り白蝶貝ダイヤル
36.4×23.9×7.7 ㎜

mF

SSVW167
61,600円（税込）

Cal.1B32
ステンレスケース

（プラチナダイヤシールド）
サファイアガラス

（スーパークリア コーティング）
ダイヤ入りダイヤル
36.4×23.9×7.7 ㎜

mF

SSVR133
49,500円（税込）

Cal.V117
ステンレスケース

（プラチナダイヤシールド）
サファイアガラス

（スーパークリア コーティング）
ダイヤ入り白蝶貝ダイヤル
29.0×23.0×6.2 ㎜

mF

SSVR134
49,500円（税込）

Cal.V117
ステンレスケース

（プラチナダイヤシールド・ 
一部ピンクゴールド色めっき）
サファイアガラス

（スーパークリア コーティング）
ダイヤ入り白蝶貝ダイヤル
29.0×23.0×6.2 ㎜

mF

SSVV072
73,700円（税込）

Cal.1B35
ステンレスケース（プラチナダイヤシールド・ 
一部ピンクゴールド色めっき）
サファイアガラス

（スーパークリア コーティング）
裏ぶた「LIMITED EDITION」表記
クリスタルガラス入りダイヤル
35.0×27.5×7.6 ㎜

mF

数量限定
1,500本

SSVV071
70,400円（税込）

Cal.1B35
ステンレスケース

（プラチナダイヤシールド）
サファイアガラス

（スーパークリア コーティング）
裏ぶた「LIMITED EDITION」表記
クリスタルガラス入りダイヤル
35.0×27.5×7.6 ㎜

mF

数量限定
1,000本

SSVV035
60,500円（税込）

Cal.1B35
ステンレスケース

（プラチナダイヤシールド）
サファイアガラス

（スーパークリア コーティング）
35.0×27.5×7.6 ㎜

mF

SSVV036
63,800円（税込）

Cal.1B35
ステンレスケース（プラチナダイヤシールド・ 
一部ピンクゴールド色めっき）
サファイアガラス

（スーパークリア コーティング）
35.0×27.5×7.6 ㎜

mF

SSVV074
63,800円（税込）

Cal.1B35
ステンレスケース（プラチナダイヤシールド・ 
一部ピンクゴールド色めっき）
サファイアガラス

（スーパークリア コーティング）
34.6×27.5×7.6 ㎜

mF

11月発売予定

SSVV076
63,800円（税込）

Cal.1B35
ステンレスケース（プラチナダイヤシールド・ 
一部シャンパンゴールド色めっき）
サファイアガラス

（スーパークリア コーティング）
34.6×27.5×7.6 ㎜

mF

11月発売予定

SSVW187
58,300円（税込）

Cal.1B22
ステンレスケース

（プラチナダイヤシールド）
サファイアガラス

（スーパークリア コーティング）
32.9×25.5×8.0 ㎜

mF

SSVW188
61,600円（税込）

Cal.1B22
ステンレスケース（プラチナダイヤシールド・ 
一部ピンクゴールド色めっき）
サファイアガラス

（スーパークリア コーティング）
32.9×25.5×8.0 ㎜

mF

SSVW048
58,300円（税込）

Cal.1B22
ステンレスケース

（一部ピンクゴールド色めっき）
サファイアガラス

（スーパークリア コーティング）
35.8×27.7×8.4 ㎜

mF

SSVR131
41,800円（税込）

Cal.V117
ステンレスケース

（ダイヤシールド）
カーブサファイアガラス

（スーパークリア コーティング）
32.7×19.8×7.1 ㎜

mF

SSVV077
60,500円（税込）

Cal.1B35
ステンレスケース（プラチナダイヤシールド）
サファイアガラス（スーパークリア コーティング）
馬皮革（ホース）ストラップ
34.6×27.5×7.6 ㎜

mF

11月発売予定

Standard Collection　 スタンダード コレクション



RADIO WAVE CONTROL SOLAR  WORLD TIME　ソーラー電波時計 ワールドタイム 

左：SADZ202
143,000円（税込）

Cal.7B27
純チタンケース（プラチナダイヤシールド・
一部ピンクゴールド色めっき）
カーブサファイアガラス

（スーパークリア コーティング）
46.2×39.1×9.2 ㎜

F
右：SWCW162
143,000円（税込）

Cal.1B35
純チタンケース（プラチナダイヤシールド・
一部ピンクゴールド色めっき）
カーブサファイアガラス

（スーパークリア コーティング）
35.1×28.0×7.9 ㎜

mF

詳しい商品情報についてはこちらへ

▲

RADIO WAVE CONTROL SOLAR　ソーラー電波時計

SOLAR　ソーラー

Prestige Line

27 28

SADZ201
132,000円（税込）

Cal.7B27
純チタンケース

（プラチナダイヤシールド）
カーブサファイアガラス

（スーパークリア コーティング）
46.2×39.1×9.2 ㎜

F

SWCW161
132,000円（税込）

Cal.1B35
純チタンケース

（プラチナダイヤシールド）
カーブサファイアガラス

（スーパークリア コーティング）
35.1×28.0×7.9 ㎜

mF

SADA039
132,000円（税込）

Cal.8B92
ステンレスケース（ダイヤシールド）
裏ぶた：ステンレスとサファイアガラス
サファイアガラス

（スーパークリア コーティング）
クロコダイルストラップ
49.1×41.7×10.5 ㎜

mF

SWCW109
132,000円（税込）

Cal.1B25
ダイヤ入りステンレスケース

（一部ダイヤシールド）
裏ぶた：ステンレス（ダイヤシールド）
カーブサファイアガラス

（スーパークリア コーティング）
白蝶貝ダイヤル
クロコダイルストラップ
34.8×28.6×9.3 ㎜

mF

SWCW083
220,000円（税込）

Cal.1B22
ダイヤ入りステンレスケース
カーブサファイアガラス

（スーパークリア コーティング）
ダイヤ入りダイヤル
ダイヤ入りりゅうず
33.0×25.8×8.7 ㎜

mF

SWCW085
220,000円（税込）

Cal.1B22
ダイヤ入りステンレスケース

（一部ピンクゴールド色めっき）
カーブサファイアガラス

（スーパークリア コーティング）
ダイヤ入りダイヤル
ダイヤ入りりゅうず
33.0×25.8×8.7 ㎜

mF

SWCW008
165,000円（税込）

Cal.1B22
ダイヤ入りステンレスケース

（一部ピンクゴールド色めっき）
裏ぶた：ステンレスとサファイアガラス
カーブサファイアガラス

（スーパークリア コーティング）
白蝶貝ダイヤル
33.0×25.8×8.7 ㎜

mF

SWCW007
165,000円（税込）

Cal.1B22
ダイヤ入りステンレスケース
裏ぶた：ステンレスとサファイアガラス
カーブサファイアガラス

（スーパークリア コーティング）
白蝶貝ダイヤル
33.0×25.8×8.7 ㎜

mF

SWCQ047
110,000円（税込）

Cal.V117
ダイヤ入りステンレスケース
カーブサファイアガラス

（スーパークリア コーティング）
29.2×20.0×7.2 ㎜

mF

SWCQ051
110,000円（税込）

Cal.V117
ダイヤ入りステンレスケース
カーブサファイアガラス

（スーパークリア コーティング）
29.2×20.0×7.2 ㎜

mF

SWCQ089
93,500円（税込）

Cal.V117
ステンレスケース
カーブサファイアガラス

（スーパークリア コーティング）
ダイヤ入り白蝶貝ダイヤル
31.5×19.8×7.2 ㎜

mF



詳しい商品情報についてはこちらへ

▲RADIO WAVE CONTROL SOLAR  WORLD TIME　
ソーラー電波時計 ワールドタイム 

RADIO WAVE CONTROL SOLAR　ソーラー電波時計

SOLAR　ソーラー
Pair Collection Limited Edition

29 30

SBTM281
38,500円（税込）

Cal.7B62
ステンレスケース
サファイアガラス
43.1×37.7×8.7 ㎜

mF

SSDY031
38,500円（税込）

Cal.1B21
ステンレスケース
サファイアガラス
33.0×27.0×7.9 ㎜

mF

SBTM283
38,500円（税込）

Cal.7B62
ステンレスケース
サファイアガラス
43.1×37.7×8.7 ㎜

mF

SSDY037
38,500円（税込）

Cal.1B21
ステンレスケース
サファイアガラス
33.0×27.0×7.9 ㎜

mF

SBPX103
33,000円（税込）

Cal.V157
純チタンケース
サファイアガラス
45.0×39.5×9.7 ㎜

mF

STPX043
33,000円（税込）

Cal.V137
純チタンケース
サファイアガラス
34.0×29.1×8.3 ㎜

F

SBPL030
30,800円（税込）

Cal.V131
ステンレスケース（ピンクゴールド色めっき）
サファイアガラス
裏ぶた「LIMITED EDITION」表記
牛皮革（カーフ）ストラップ
44.6×38.8×7.9 ㎜

mF

11月発売予定

数量限定
500本

STPX090
30,800円（税込）

Cal.V131
ステンレスケース（ピンクゴールド色めっき）
サファイアガラス
裏ぶた「LIMITED EDITION」表記
牛皮革（カーフ）ストラップ
34.1×27.8×7.2 ㎜

mF

11月発売予定

数量限定
500本

SBTM289
55,000円（税込）

Cal.7B75
純チタンケース（ダイヤシールド）
サファイアガラス

（スーパークリア コーティング）
46.1×39.5×9.5 ㎜

mF

SBTM293
55,000円（税込）

Cal.7B75
純チタンケース（ダイヤシールド）
サファイアガラス

（スーパークリア コーティング）
46.1×39.5×9.5 ㎜

mF

SBTM295
55,000円（税込）

Cal.7B75
純チタンケース（ダイヤシールド）
サファイアガラス

（スーパークリア コーティング）
牛皮革（カーフ）ストラップ
46.1×39.5×9.5 ㎜

mF

SBTM298
55,000円（税込）

Cal.7B75
純チタンケース（ピンクゴールド色めっき）
裏ぶた：純チタン（ダイヤシールド）
サファイアガラス（スーパークリア コーティング）
牛皮革（カーフ）ストラップ
46.1×39.5×9.5 ㎜

mF

左：SBTM291
55,000円（税込）

Cal.7B75
純チタンケース（ダイヤシールド）
サファイアガラス（スーパークリア コーティング）
46.1×39.5×9.5 ㎜

mF
右：SBTM287
55,000円（税込）

Cal.7B75
純チタンケース（ダイヤシールド）
サファイアガラス（スーパークリア コーティング）
46.1×39.5×9.5 ㎜

mF



Mechanical　メカニカルSOLAR  CHRONOGRAPH　ソーラー クロノグラフ SOLAR　ソーラー

SOLAR　ソーラー RADIO WAVE CONTROL SOLAR　ソーラー電波時計RADIO WAVE CONTROL SOLAR　ソーラー電波時計

Radio Wave Control Solar
Limited Edition

Mechanical　メカニカル

31 32

SBTM257
49,500円（税込）

Cal.7B24
ステンレスケース（硬質コーティング）
サファイアガラス
46.3×40.0×9.4 ㎜

F

SBTM253
44,000円（税込）

Cal.7B24
ステンレスケース
サファイアガラス
46.3×40.0×9.4 ㎜

F

SBPX121
26,400円（税込）

Cal.V158
ステンレスケース
サファイアガラス
46.5×40.0×9.8 ㎜

mF

SBPX123
26,400円（税込）

Cal.V158
ステンレスケース
サファイアガラス
牛皮革（カーフ）ストラップ
46.5×40.0×9.8 ㎜

mF

SBPY119
38,500円（税込）

Cal.V172
ステンレスケース（一部硬質コーティング）
サファイアガラス
49.0×41.0×11.4 ㎜

F

SARV001
27,500円（税込）

Cal.4R36
ステンレスケース
裏ぶた：ステンレスとガラス
シースルーバック
51.5×42.0×11.6 ㎜

mF

SWFH116
44,000円（税込）

Cal.1B21
ステンレスケース

（一部ピンクゴールド色めっき）
裏ぶた「LIMITED EDITION」表記
クリスタルガラス入りダイヤル
34.6×28.0×8.3 ㎜

mF

数量限定
700本

SWFH112
38,500円（税込）

Cal.1B21
ステンレスケース

（一部ピンクゴールド色めっき）
34.6×28.0×8.3 ㎜

mF

SWFH115
36,300円（税込）

Cal.1B21
ステンレスケース
牛皮革（カーフ）ストラップ
34.6×28.0×8.3 ㎜

mF

SWFA193
28,600円（税込）

Cal.V117
ステンレスケース
29.2×23.0×6.6 ㎜

mF

SWFA195
26,400円（税込）

Cal.V117
ステンレスケース
29.2×23.0×6.6 ㎜

mF

SWFA198
28,600円（税込）

Cal.V117
ステンレスケース

（一部シャンパンゴールド色めっき）
29.2×23.0×6.6 ㎜

mF

SBPJ025
41,800円（税込）

Cal.V195
ステンレスケース（一部硬質コーティング）
サファイアガラス
49.2×41.2×11.5 ㎜

F

SWFH109
36,300円（税込）

Cal.1B21
ステンレスケース
34.6×28.0×8.3 ㎜

mF

SSDE010
36,300円（税込）

Cal.4R38
ステンレスケース（一部ピンクゴールド色めっき）
クリスタルガラス入りダイヤル
41.4×34.2×10.8 ㎜

mF



掲載商品キャリバー一覧表

キャリバー No. 8R46 8L35 6R64 6R35・6R31 6R27

精　度 日差＋25 秒～－15 秒 日差＋15 秒～－10 秒 日差＋25 秒～－15 秒 日差＋25 秒～－15 秒 日差＋25 秒～－15 秒

駆動方式 メカニカル  自動巻（手巻つき） メカニカル  自動巻（手巻つき） メカニカル  自動巻（手巻つき） メカニカル  自動巻（手巻つき） メカニカル  自動巻（手巻つき）

駆動期間 最大巻上時約 45 時間持続 最大巻上時約 50 時間持続 最大巻上時約 45 時間持続 最大巻上時約 70 時間持続 最大巻上時約 45 時間持続

機能備考
小秒針つき
ストップウオッチ機能

（30 分計）
秒針停止機能

秒針停止機能 日付針つき
パワーリザーブ表示機能
24 時針つき
秒針停止機能

秒針停止機能 日付針つき
パワーリザーブ表示機能
秒針停止機能 

メカニカル（機械式時計）　搭載ブランド：プロスペックス、プレザージュ、セイコーセレクション

キャリバー No. 6R24 6R15 4R39 4R57・4R38・4R36・4R35

精　度 日差＋25 秒～－15 秒 日差＋25 秒～－15 秒 日差＋ 45 秒～－ 35 秒 日差＋ 45 秒～－ 35 秒

駆動方式 メカニカル  自動巻（手巻つき） メカニカル  自動巻（手巻つき） メカニカル  自動巻（手巻つき） メカニカル  自動巻（手巻つき）

駆動期間 最大巻上時約 45 時間持続 最大巻上時約 50 時間持続 最大巻上時約 41 時間持続 最大巻上時約 41 時間持続

機能備考
パワーリザーブ表示機能
レトログラード式日付・曜日
機構
秒針停止機能 

秒針停止機能 24 時針つき
秒針停止機能 

秒針停止機能 

キャリバー No. 8B92 8B63 7B75 7B27 1B35・1B25

精　度 非受信時平均月差±15 秒 非受信時平均月差±15 秒 非受信時平均月差±15 秒 非受信時平均月差±15 秒 非受信時平均月差±15 秒

駆動方式 ソーラー電波修正 ソーラー電波修正 ソーラー電波修正 ソーラー電波修正 ソーラー電波修正

駆動期間 フル充電時約 6 ヶ月間　
パワーセーブ時約 2 年

フル充電時約 9 ヶ月間　
パワーセーブ時約 2 年

フル充電時約 9 ヶ月間　
パワーセーブ時約 2 年

フル充電時約 6 ヶ月間　
パワーセーブ時約 1.5 年

フル充電時約 6 ヶ月間
パワーセーブ時約 1.5 年

機能備考 過充電防止機能
パワーセーブ機能
24 時針つき
ストップウオッチ機能

（1/5 秒計測 60 分計）
フルオートカレンダー機能

（2099 年 12 月 31日まで）
ワールドタイム機能

（25 タイムゾーン）
電波修正機能

（日本・中国・アメリカ・ドイツ
の標準電波を受信）
自動受信機能
強制受信機能
受信結果表示機能
針位置自動修正機能

過充電防止機能
パワーセーブ機能
フルオートカレンダー機能

（2099 年 12 月 31日まで）
ワールドタイム機能

（25 タイムゾーン）
デュアルタイム表示機能
曜日表示機能
電波修正機能

（日本・中国・アメリカ・ドイツ・
イギリスの標準電波を受信）
自動受信機能
強制受信機能
受信結果表示機能
針位置自動修正機能

過充電防止機能
パワーセーブ機能
フルオートカレンダー機能

（2099 年 12 月 31日まで）
ワールドタイム機能

（25 タイムゾーン）
電波修正機能

（日本・中国・アメリカ・ドイツ・
イギリスの標準電波を受信）
自動受信機能
強制受信機能
受信結果表示機能
針位置自動修正機能

過充電防止機能
パワーセーブ機能
フルオートカレンダー機能

（2099 年 12 月 31日まで）
ワールドタイム機能

（25 タイムゾーン）
電波修正機能

（日本・中国・アメリカ 
の標準電波を受信）
自動受信機能
強制受信機能
受信結果表示機能
針位置自動修正機能

過充電防止機能
パワーセーブ機能
フルオートカレンダー機能

（2099 年 12 月 31日まで） 
ワールドタイム機能

（25 タイムゾーン）
電波修正機能

（日本・中国・アメリカ・ 
ドイツの標準電波を受信） 
自動受信機能 
強制受信機能 
受信結果表示機能
針位置自動修正機能

ソーラー電波時計（ワールドタイム）　搭載ブランド：アストロン、ブライツ、ルキア、ドルチェ&エクセリーヌ、セイコーセレクション

GPSソーラー　搭載ブランド：アストロン
キャリバー No. 5X53 3X22

精　度 非受信時平均月差±15 秒 非受信時平均月差±15 秒

駆動方式 ソーラー GPS 衛星電波修正 ソーラー GPS 衛星電波修正

駆動期間 フル充電時約 6 ヶ月間　
パワーセーブ時約 2 年

フル充電時約 6 ヶ月間　
パワーセーブ時約 2 年

機能備考 過充電防止機能
パワーセーブ機能
パーペチュアルカレンダー機能

（2100 年 2 月 28 日まで）
ワールドタイム機能（39 タイムゾーン）
デュアルタイム表示機能
曜日表示機能
パワーリザーブ表示機能
タイムトランスファー機能 

（基本時計と小時計の入れ替え）

GPS 衛星電波受信による　
【タイムゾーン修正機能※ 1・スーパー 
スマートセンサー ( 自動時刻修正機能 )・
強制時刻修正機能】
捕捉衛星数表示機能
受信結果表示機能
DST( サマータイム ) 機能
受信オフ機能 ( 機内モード（ ）)
針位置自動修正機能

過充電防止機能
パワーセーブ機能
パーペチュアルカレンダー機能

（2100 年 2 月 28 日まで）

GPS 衛星電波受信による　
【タイムゾーン修正機能※ 1・スーパー 
スマートセンサー ( 自動時刻修正機能 )・
強制時刻修正機能】
受信結果表示機能
受信オフ機能 ( 機内モード（ ）)
針位置自動修正機能

※1：掲載商品に内蔵されているタイムゾーンのデータは、弊社ウェブサイトにてご確認ください。 
（www.seikowatches.com/jp-ja/customerservice/gpstimezonedatainfo/） 
タイムゾーンが変更となった場合には、反映されません。手動での時差修正が必要となります。

キャリバー No. V195 V192 V172

精　度 平均月差±15 秒 平均月差±15 秒 平均月差±15 秒

駆動方式 ソーラー ソーラー ソーラー

駆動期間 フル充電時約 6 ヶ月間 フル充電時約 6 ヶ月間 フル充電時約 6 ヶ月間

機能備考 過充電防止機能
ストップウオッチ機能

（1/5 秒計測  24 時間計）
アラーム機能（デイリーアラーム）
ワールドタイム機能（25 タイムゾーン）
パワーリザーブ機能

過充電防止機能
ストップウオッチ機能

（1/5 秒計測 60 分計）
充電量表示機能
24 時針つき

過充電防止機能
ストップウオッチ機能

（1/5 秒計測 60 分計）
アラーム機能

ソーラー　搭載ブランド：プロスペックス、ルキア、エクセリーヌ、セイコーセレクション

キャリバー No. V157・V158 V147 V137・V131・V117

精　度 平均月差±15 秒 平均月差±15 秒 平均月差±15 秒

駆動方式 ソーラー ソーラー ソーラー

駆動期間 フル充電時約 10 ヶ月間 フル充電時約 10 ヶ月間 フル充電時約 6 ヶ月間

機能備考 過充電防止機能 過充電防止機能 過充電防止機能 

日本（JJY40/JJY60）、中国（BPC）、アメリカ（WWVB）の世界３エリア4つの標準電波に対応。原子時計により刻まれた標準電波の時刻情報を、日本、中国、
アメリカといった主要エリアで受信し、時刻を自動修正することができます。また、基本時刻からサマータイムへ、もしくはその逆に切替えることができます。

時刻情報をのせた標準電波を受信して、表示している時刻に誤差がある場合は修正し、正確な時刻を表示する機能。標準電波の時刻情報は、
およそ10万年に誤差1秒という超高精度を保つ原子時計によるものです。

日本の標準電波：JJY

アメリカの標準電波：WWVB NIST（米国標準技術局）により運用されています。
※NIST:National Institute of Standards and Technology   コロラド州デンバー近郊　フォートコリンズ送信所（周波数：60kHz）

中国の標準電波：BPC NTSC（中国科学院 国家授時中心）により運用されています。
※NTSC:National Time Service Center   河南省 商丘　標準電波送信所（周波数：68.5kHz）

【日本の標準電波局】 【海外の標準電波局】

情報通信研究機構が運用している時刻情報をのせた電波で、国内2ヶ所の標準電波送信所からそれぞれ異なる周波数で送信されています。
掲載の電波時計は40kHz（福島局）と60kHz（九州局）を自動的に選択し、受信します。

情報通信研究機構が運用していま
す。国内2ヶ所の標準電波送信所か
ら、それぞれ異なる周波数で送信され
ています。
福島送信所（おおたかどや山：
40kHz）
九州送信所（はがね山60kHz（九州
局）を自動的に選択し、受信します。
受信範囲の目安は約1,000kmです。

日本
（JJY）

中国
（BPC）

ドイツ
（DCF77）

イギリス
（MSF）

アメリカ
（WWVB）

8B92 のアメリカにおける
受信可能エリア

標準電波送信所からの電波の送信につきまして、設備のメンテナンスや落雷・その他の影響により予告無く停波（電波停止）することがあります。
最新の状況は、国立研究開発法人 情報通信研究機構のサイト（http://jjy.nict.go.jp/）でご確認いただくか弊社お客様相談窓口にお問い合わせください。
※電波受信可能範囲を示す円の大きさは目安であり、保証するものではありません。

電波修正機能

機能表示説明

キャリバー No. 7B62 7B24 1B32・1B22 1B21

精　度 非受信時平均月差±15 秒 非受信時平均月差±15 秒 非受信時平均月差±15 秒 非受信時平均月差±15 秒

駆動方式 ソーラー電波修正 ソーラー電波修正 ソーラー電波修正 ソーラー電波修正

駆動期間 フル充電時約 9 ヶ月間　
パワーセーブ時約 2 年

フル充電時約 6 ヶ月間　
パワーセーブ時約 1.5 年

フル充電時約 6 ヶ月間
パワーセーブ時約 1.5 年

フル充電時約 6 ヶ月間
パワーセーブ時約 1.5 年

機能備考 過充電防止機能
パワーセーブ機能
フルオートカレンダー機能

（2099 年 12 月 31日まで）
電波修正機能（日本・中国・アメリカ・
ドイツ・イギリスの標準電波を受信）
自動受信機能
強制受信機能
受信結果表示機能
時差修正機能
針位置自動修正機能

過充電防止機能
パワーセーブ機能
フルオートカレンダー機能

（2099 年 12 月 31日まで）
電波修正機能（日本・中国・アメリカ 
の標準電波を受信）
自動受信機能
強制受信機能
受信結果表示機能
時差修正機能
針位置自動修正機能

過充電防止機能
パワーセーブ機能
フルオートカレンダー機能

（2099 年 12 月 31日まで） 
電波修正機能（日本・中国・アメリカ・ 
ドイツの標準電波を受信） 
自動受信機能 
強制受信機能 
受信結果表示機能
時差修正機能
針位置自動修正機能

過充電防止機能
パワーセーブ機能
電波修正機能（日本・中国・アメリカ・
ドイツの標準電波を受信）
自動受信機能
強制受信機能 
受信結果表示機能
時差修正機能 
針位置自動修正機能

ソーラー電波時計（多局電波）　搭載ブランド：ブライツ、ルキア、エクセリーヌ、セイコーセレクション

●永くご愛用いただくためには定期的なメンテナンスをお勧めします。●メカニカルウオッチは、その特性上、ご使用になる条件（携帯時間、温度、腕の動き、強いショックや振動など）によっては、記載の精度の
範囲を超える場合があります。●１年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には、必ず保証書をご確認ください。●セイコー アストロンは商品に同梱されております「セイコー アストロン カード」を
保証書と併せてご呈示いただくと、時計本体（ムーブメント、ケース）とメタルブレスレットの保証が1年間追加されます。（日本国内のみ有効）●ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。
●あらかじめセットされている電池は、機能・性能をチェックするためのモニター用電池です。●ブライトチタンや純チタンの商品にも、ステンレススチールを使用している場合があります。●掲載商品のソーラー 
ウオッチは、時計本体内の二次電池にエネルギーが蓄えられるため、定期的な電池交換は必要ありません。●掲載のダイバーズウオッチは、すべてJIS規格に準拠しております。●潜水（素潜り以外の器材を 
用いる本格的潜水）には、必ず潜水用防水ウオッチの中から目的に合ったものをご使用ください。●ダイヤなどの天然貴石を使用している商品は、色調が若干異なります。●掲載商品の色調は印刷物につき、
一部実物とは異なる場合があります。●掲載商品の写真は原則として実物大となっています。 ●予告なく発売日、仕様及び価格などが変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断 
転載を禁じます。（インターネット告知等）●掲載商品の価格は、2021年11月現在のメーカー希望小売価格です。●PROSPEX／SPEEDTIMER／DIVER SCUBA／ALPINIST／FIELDMASTER／ASTRON／GPS／
SOLAR／BRIGHTZ／RADIO WAVE CONTROL SOLAR／PRESAGE／Prestige／LUKIA／Lady Gold／DOLCE／EXCELINEは、セイコーホールディングス株式会社の登録商標です。

耐ニッケルアレルギーウオッチ

腕時計携帯時に、直接肌に触れる部分がニッケルアレ
ルギーを起こしにくい素材および表面処理で構成され
たウオッチです。

ねじロック式りゅうず

防水性を高めるため、ねじにより時計に固定されている
りゅうずです。

ルミブライトつき

太陽光や照明の明かりを短時間（約10分間：500ルクス以上）で吸収して蓄え、暗い中で長時間（約3時間～5時間）
発光する蓄光塗料です。発光しはじめた時の明るさは、従来の蓄光塗料と比べ格段に明るく、長く光り続けます。また
劣化が少なく半永久的に使えます。

■外装要素マーク

ソーラー 06 134 005
メカニカル 06 134 007

エコマーク商品とは、公益財団法人日本環境協会が、環境保全に
役立つと認めた商品です。環境への負荷の低減に配慮しています。
・エコマーク下段の枠内の表示は環境保全上の効果を表しています。
・「エコマーク認定番号」は機能ごとに決められています。

■エコマーク

潜水用防水（200m）

日常生活用防水

日常生活用強化防水 （20/10/5気圧）

■防水機能表示

日常生活における磁気製品の影響を防ぐ保証水準で、「耐磁」は
直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表示しています。耐磁時計

■耐磁表示

m

コンフォテックス

「スーパークリア コーティング」と「ダイヤシールド」を兼ね備え、
快適さを追求したセイコー独自の技術です。さらに、チタン
素材を使用し、金属アレルギーまたはニッケルアレルギーを
起こしにくいモデルが「コンフォテックス チタン」です。 

/

耐メタルアレルギーウオッチ

腕時計携帯時に、直接肌に触れる部分が金属アレルギー
を起こしにくい素材および表面処理で構成されたウオッチ
です。

スーパークリア コーティング

ガラスの表裏両面に無反射コーティング処理を施した透明
被膜です。光の反射を約99%以上抑え、ダイヤルを見やす
くする効果があります。

ダイヤシールド

ダイヤシールドは、長期携帯による小傷や擦り傷から、時計
本来の美しい輝きやきれいな仕上げを守るために、セイコー
が独自に開発した表面加工技術です。

コアショップ専用 コアショップ専用モデルは
セイコーグローバルブランド コアショップでのみ、ご購入いただける商品です。
セイコーグローバルブランド コアショップリストはこちらからご確認ください。

ソーラーウオッチに関するご注意 ソーラーウオッチは、ダイヤルに受けた光で発電・充電して動く時計です。日頃からこまめに光を当てて、月に一度、
天気が良い日には、窓際などで充電してください。詳しくは取扱説明書をよくお読みください。
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www.seikowatches.com/
www.seikowatches.com/

21.11.SE
掲載商品についてのお問い合わせは、お客様相談室まで。
0120-061-012 （通話料無料）  土・日・祝日を除く9:30〜17:30/携帯電話からもご利用可能です。


