
 

この印刷物は、リサイクル紙を使用しています。 

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

●掲載商品の価格は、2004年4月現在のメーカー希望小売価格に消費税相当額を含めた総額を表示しています。 

http://www.seiko-watch.co.jp （土日祝日を除く9:30～17:30 / 携帯電話･ＰＨＳからもご利用可能です。） 

04.04.SE

●掲載商品のうち、メカニカルウオッチ以外はすべてクオーツです。メカニカルウオッチの特性上、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。●キネティックは、人の動きをエネルギーに換えて、クオーツ時計を
駆動させます。●１年間のメーカー保証つき（グランドセイコーは、ムーブメントについて２年間の保証つき）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。●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。●「ルミブライト」とは、太陽光や500ルクス以上の照明にわずか10分程度あてるだけで、約3～5時間も光り続ける
新夜光素材です。発光しはじめた時の明るさは、従来の夜光塗料より格段に明るく、耐久輝度も半永久的です。●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。●「耐メタルアレルギーウオッチ」は、通常の腕時計携帯時に、直接肌に触れる部分がすべての金属アレルギーを生じさせないよう配慮し
た素材及び表面処理で構成されています。●「耐ニッケルアレルギーウオッチ」は、通常の腕時計携帯時に、直接肌に触れる部分がニッケルアレ
ルギーを生じさせないよう配慮した素材及び表面処理で構成されています。●「耐磁」「強化耐磁」表示は、日常生活における磁気商品の影響
を防ぐ保証水準で、「耐磁」は対直流4,800Ａ/ｍ（60ガウス）、「強化耐磁」は対直流16 ,000Ａ/ｍ（200ガウス）の耐磁性能を表しています。
●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。
●予告なく仕様及び価格等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）。 
 

マークについての説明は、上記のページをご覧ください。 
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妥協なき時の重なりだけが、辿り着くことのできる誇り。
グランドセイコー

SBGX005     210,000円
（税抜200,000円）

msB3

ステンレスケース
デュアルカーブサファイアガラス

STGF025     210,000円
（税抜200,000円）

msB3

ステンレスケース
デュアルカーブサファイアガラス

SBGX041     210,000円
（税抜200,000円）

msB3

ステンレスケース
デュアルカーブサファイアガラス

STGF041     210,000円
（税抜200,000円）

msB3

ステンレスケース
デュアルカーブサファイアガラス
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メカニカルウオッチ
グランドセイコー

SBGX002 420,000円
（税抜400,000円）

ステンレスケース
（一部18Kイエローゴールド）
デュアルカーブサファイアガラス

SBGX007 210,000円
（税抜200,000円）

ステンレスケース
デュアルカーブサファイアガラス

SBGT014 451,500円
（税抜430,000円）

ステンレスケース
（一部18Kイエローゴールド）
サファイアガラス

SBGT021 294,000円
（税抜280,000円）

ステンレスケース
サファイアガラス

SBGF021 157,500円
（税抜150,000円）

msC5

ステンレスケース
デュアルカーブサファイアガラス
カレンダー連動時差修正機能

SBGX033 294,000円
（税抜280,000円）

msC3

ステンレスケース
デュアルカーブサファイアガラス

左／SBGF027 210,000円
（税抜200,000円）

msB5

ステンレスケース
デュアルカーブサファイアガラス
時差修正機能

msB3

ステンレスケース
デュアルカーブサファイアガラス

SBGW005 451,500円
（税抜430,000円）

SBGW001 399,000円
（税抜380,000円）

msB3

msB3

msB3

msB3 j

ステンレスケース
ボックス型サファイアガラス
手巻き
石数20石 j

ステンレスケース
ボックス型サファイアガラス
手巻き
石数20石

SBGR002 735,000円
（税抜700,000円）

j

18Kイエローゴールドケース
デュアルカーブサファイアガラス
自動巻き（手巻きつき）
石数 24石

SBGR001 367,500円
（税抜350,000円）

B

ステンレスケース
デュアルカーブサファイアガラス
自動巻き（手巻きつき）
石数 26石

SBGR019 420,000円
（税抜400,000円）

C

ステンレスケース
デュアルカーブサファイアガラス
自動巻き（手巻きつき）
石数 26石

高度な技術を駆使して仕上げた
波状模様。一文字ずつ丁寧に彫
刻された「GrandSeiko」のロゴ。
気品のあるロジウムめっき。
高級メカにふさわしい外観も見逃
せません。

格調を感じさせる「9S系」
メカニカルキャリバー

高精度へのこだわり
卓越した技術者の手作業により
一つずつ丁寧に組立て、精度調
整が行われています。

裏ぶたには、
権威の「獅子の紋章」
初代グランドセイコー以来の
伝統と品質の高さの象徴。

右／STGF027 210,000円
（税抜200,000円）

P4 メカニカルウオッチ共通仕様…最大巻上時約50時間持続／静的精度※：平均日差＋5秒～－3秒／歩度証明書つき
※グランドセイコー独自の規格に基づき、工場出荷前にムーブメント単体の状態で、6姿勢差・3温度差の条件下で測定した場合の精度です。
実際にお客様がご使用になる環境下での精度（携帯精度）とは異なります。携帯された場合の精度は日差＋10秒～－1秒を目安としています。



65

洗練と気品が奏でる時間を、
ふたりで分かち合う。
ドルチェ＆エクセリーヌ

SACK021     105,000円
（税抜100,000円）

NEW

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

SWDX111     105,000円
（税抜100,000円）

ステンレスケース
（ダイヤシールドHICα）
デュアルカーブサファイアガラス
精度：平均月差±15秒

SACK023     105,000円
（税抜100,000円）

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

SWDX113     105,000円
（税抜100,000円）

ステンレスケース
（ダイヤシールドHICα）
デュアルカーブサファイアガラス
精度：平均月差±15秒

SACK025     105,000円
（税抜100,000円）

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

SWDX115     105,000円
（税抜100,000円）

ステンレスケース
（ダイヤシールドHICα）
デュアルカーブサファイアガラス
精度：平均月差±15秒

5月
発売予定

NEW
5月

発売予定

NEW
5月

発売予定

NEW
5月

発売予定

NEW
5月

発売予定

NEW
5月

発売予定

msB2 mB3 msB2 mB3 msB2 mB3
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SACK011     68,250円
（税抜65,000円）

ステンレスケース
カーブサファイアガラス

SWDB061     68,250円
（税抜65,000円）

ステンレスケース
カーブサファイアガラス
精度：平均月差±15秒

SWDB067     94,500円
（税抜90,000円）

ステンレスケース
カーブサファイアガラス
ダイヤ入り白蝶貝ダイヤル
ダイヤ入りリュウズ
精度：平均月差±15秒

SWDB068     94,500円
（税抜90,000円）

ステンレスケース
カーブサファイアガラス
ルビー・ピンクサファイア入り白蝶貝ダイヤル
ピンクサファイア入りリュウズ
精度：平均月差±15秒

SACM142     105,000円
（税抜100,000円）

msB3

ブライトチタンケース
（ダイヤシールドHICα・一部純チタンに金色めっき）
裏ぶた純チタン（ダイヤシールドHICα）
サファイアガラス

SWDL146     105,000円
（税抜100,000円）

msB2
ブライトチタンケース
（ダイヤシールドHICα・一部純チタンに金色めっき）
裏ぶた純チタン（ダイヤシールドHICα）
サファイアガラス

SACM139     89,250円
（税抜85,000円）

msB3

ステンレスケース
（ダイヤシールドHICα）
サファイアガラス

SWDL139     89,250円
（税抜85,000円）

msB2

ステンレスケース
（ダイヤシールドHICα）
サファイアガラス

ドルチェ＆エクセリーヌ

左／SWDB051     78,750円
（税抜75,000円）

mB3

ステンレスケース
カーブサファイアガラス
精度：平均月差±15秒

右／SACK005     78,750円
（税抜75,000円）

msB2

ステンレスケース
カーブサファイアガラス

SACM141     89,250円
（税抜85,000円）

ステンレスケース
（ダイヤシールドHICα）
サファイアガラス

SWDL141     89,250円
（税抜85,000円）

ステンレスケース
（ダイヤシールドHICα）
サファイアガラス

SACK014     78,750円
（税抜75,000円）

ステンレスケース
（ダイヤシールドHICα・一部金色めっき）
サファイアガラス

SWDL144     78,750円
（税抜75,000円）

ステンレスケース
（ダイヤシールドHICα・一部金色めっき）
サファイアガラスmsB2 mB3

mj3 mj3 msB3 msB2 msj2 msj2
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SWDL130     73,500円
（税抜70,000円）

msB2

ステンレスケース（一部金色めっき）
サファイアガラス

SACM107     52,500円
（税抜50,000円）

msB3

ステンレスケース
サファイアガラス

SWDL117     52,500円
（税抜50,000円）

msB2

ステンレスケース
サファイアガラス

SADQ009     63,000円
（税抜60,000円）

mB

ステンレスケース
サファイアガラス
白蝶貝ダイヤル
フル充電時約5ヶ月間駆動
精度：平均月差±20秒

SWDQ009     63,000円
（税抜60,000円）

mB

ステンレスケース
サファイアガラス
白蝶貝ダイヤル
フル充電時約5ヶ月間駆動
精度：平均月差±20秒

SADR004     52,500円
（税抜50,000円）

SWDQ004     52,500円
（税抜50,000円）

mB

ステンレスケース（一部金色めっき）
カーブサファイアガラス
白蝶貝ダイヤル
フル充電時約5ヶ月間駆動
精度：平均月差±20秒

SADY001     73,500円
（税抜70,000円）

電　波 

ステンレスケース
（ダイヤシールドHICα）
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

SADY003     73,500円
（税抜70,000円）

SADY005     73,500円
（税抜70,000円）

SACM130     73,500円
（税抜70,000円）

msB3

ステンレスケース（一部金色めっき）
サファイアガラス

ドルチェ＆エクセリーヌ

SACK015     63,000円
（税抜60,000円）

msj2

ステンレスケース
サファイアガラス

SWDL147     63,000円
（税抜60,000円）

msj2

ステンレスケース
サファイアガラス

NEW
4月

発売予定

NEW
4月

発売予定

SACK017     63,000円
（税抜60,000円）

ステンレスケース
サファイアガラス
白蝶貝ダイヤル

SWDL149     63,000円
（税抜60,000円）

ステンレスケース
サファイアガラス
白蝶貝ダイヤル

NEW
4月

発売予定

NEW
4月

発売予定

NEW
6月

発売予定

NEW
6月

発売予定

NEW
6月

発売予定

B3 電　波 

ステンレスケース
（ダイヤシールドHICα）
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 白蝶貝ダイヤル

B3 電　波 

ステンレスケース
（ダイヤシールドHICα）
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

B3

P10 電波時計共通仕様… 電波修正機能（2局自動選択受信）／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／精度：非受信時平均月差±15秒

スタイリッシュな薄型ケース

電波時計

mB

ステンレスケース（一部金色めっき）
カーブサファイアガラス
白蝶貝ダイヤル
フル充電時約2ヶ月間駆動
精度：平均月差±20秒

msj2 msj2

ドレッシーな薄型フォルム

エコテックソーラー
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SADV006     126,000円
（税抜120,000円）

msj3

18Kイエローゴールドケース
カーブサファイアガラス

SWDJ016     105,000円
（税抜100,000円）

msj2

18Kイエローゴールドケース
カーブサファイアガラス

SACM135     63,000円
（税抜60,000円）

msj3

ステンレスケース
サファイアガラス

SWDL135     63,000円
（税抜60,000円）

msj2

ステンレスケース
サファイアガラス

SADV035     57,750円
（税抜55,000円）

msj3

金色めっきケース（一部パラジウムめっき）
裏ぶたステンレス
サファイアガラス
白蝶貝ダイヤル

SWDH055     57,750円
（税抜55,000円）

mtj2

金色めっきケース（一部パラジウムめっき）
裏ぶたステンレス
サファイアガラス
白蝶貝ダイヤル

SACM034     52,500円
（税抜50,000円）

msj3

厚金めっきケース
裏ぶたステンレス
サファイアガラス

SWDJ034     52,500円
（税抜50,000円）

msj2

厚金めっきケース
裏ぶたステンレス
サファイアガラス

SWDX107     136,500円
（税抜130,000円）

パラジウムめっきケース（ダイヤ入り）
裏ぶたステンレス
カーブサファイアガラス
ダイヤ入り白蝶貝ダイヤル
ダイヤ入りリュウズ

SWDX103     105,000円
（税抜100,000円）

パラジウムめっきケース（ダイヤ入り）
裏ぶたステンレス
カーブサファイアガラス
白蝶貝ダイヤル

SWDB071     78,750円
（税抜75,000円）

パラジウムめっきケース（ダイヤ入り）
裏ぶたステンレス
カーブサファイアガラス
白蝶貝ダイヤル

SWDB056     78,750円
（税抜75,000円）

パラジウムめっきケース（ダイヤ入り）
裏ぶたステンレス
カーブサファイアガラス
白蝶貝ダイヤル

SWDX095     47,250円
（税抜45,000円）

パラジウムめっきケース（ダイヤ入り）
裏ぶたステンレス
カーブサファイアガラス
白蝶貝ダイヤル

SWDB062     52,500円
（税抜50,000円）

mj2

金色めっきケース
カーブサファイアガラス

SWDB065     52,500円
（税抜50,000円）

mj2

パラジウムめっきケース
裏ぶたステンレス
カーブサファイアガラス
白蝶貝ダイヤル

SWDB042     68,250円
（税抜65,000円）

金色めっきケース（ダイヤ入り）
カーブサファイアガラス
白蝶貝ダイヤル

mj3

mj3

mj3 mj3 mj3

ドルチェ＆エクセリーヌ エクセリーヌ

NEW
5月

発売予定

NEW
5月

発売予定

NEW
4月

発売予定

NEW
4月

発売予定

P12エクセリーヌ共通仕様…精度：平均月差±15秒

SWDB077 52,500円
（税抜50,000円）

パラジウムめっきケース
裏ぶたステンレス
カーブサファイアガラス
ダイヤ入り白蝶貝ダイヤル

SWDB075 52,500円
（税抜50,000円）

パラジウムめっきケース
裏ぶたステンレス
カーブサファイアガラス
ダイヤ入り白蝶貝ダイヤルmj2 mj2 mj2
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その遊び心も、心地よさも、心を動かす時間となっていく。
ブライツ

SAGY001     84,000円
（税抜80,000円）

ブライトチタンケース 裏ぶた純チタンとサファイアガラス
サファイアガラス

SAGY003     84,000円
（税抜80,000円）

電　波 

ブライトチタンケース 裏ぶた純チタンとサファイアガラス
サファイアガラス 立体感のある金属質のBマークを

2枚のガラスではさんだ、ブライツ
電波時計ならではのこだわりの
裏ぶた。

先進ムーブメントの電波時計と先進
素材カーボンダイヤルの組み合わせ。

時計美を追究した
ブライツ電波時計

NEW
4月

発売予定

NEW
4月

発売予定

P14 ブライツ共通仕様… 電波修正機能（2局自動選択受信）／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／精度：非受信時平均月差±15秒

B3電　波 B3

電波時計

（写真はSAGY003）
（SAGY001は無反射ブラックダイヤル）



クロノグラフ 
45分計 

1/5秒 
クロノグラフ針 

基本時計 
（時・分） 

基本時計 
（秒） 

1615

SAGL003     157,500円
（税抜150,000円）

mB

ブライトチタンケース 裏ぶたシースルー
デュアルカーブサファイアガラス
ホーローダイヤル
自動巻き（手巻きつき）
最大巻上時約50時間持続
石数 24石
精度：日差＋25秒～－15秒

SAGL001     147,000円
（税抜140,000円）

mB
ブライトチタンケース 裏ぶたシースルー
デュアルカーブサファイアガラス
ホーローダイヤル
自動巻き（手巻きつき）
最大巻上時約50時間持続
石数 24石
精度：日差＋25秒～－15秒

SAGJ001     126,000円
（税抜120,000円）

mtB5

ブライトチタンケース
カーブサファイアガラス
24時針つき
ストップウオッチ機能（60分計）

SAGM007     105,000円
（税抜100,000円）

mtB0

ブライトチタンケース
カーブサファイアガラス
フルオートカレンダー機能
（2100年2月28日まで）
うるう年/月表示機能

SAGB001     73,500円
（税抜70,000円）

mB

ステンレスケース（一部ブライトチタン）
カーブサファイアガラス
自動時刻復帰機能
（フル充電時から約4年間復帰可能）
自動パワーセーブ機能
強制パワーセーブ機能
エネルギー残存量予告機能
精度：平均月差±15秒

SAGM009     84,000円
（税抜80,000円）

mtB0

純チタンケース（一部ブライトチタン）
カーブサファイアガラス
フルオートカレンダー機能
（2100年2月28日まで）
うるう年/月表示機能

SAGC001     84,000円
（税抜80,000円）

mB

純チタンケース（一部ブライトチタン）
カーブサファイアガラス
自動時刻復帰機能
（フル充電時から約4年間復帰可能）
自動パワーセーブ機能
強制パワーセーブ機能
エネルギー残存量予告機能
精度：平均月差±15秒

SAGC003     84,000円
（税抜80,000円）

mB

純チタンケース（一部ブライトチタン）
カーブサファイアガラス
自動時刻復帰機能
（フル充電時から約4年間復帰可能）
自動パワーセーブ機能
強制パワーセーブ機能
エネルギー残存量予告機能
精度：平均月差±15秒

SAGE001     126,000円
（税抜120,000円）

mB

ブライトチタンケース 裏ぶた純チタン
カーブサファイアガラス
フル充電時約5ヶ月間駆動
ストップウオッチ機能（1/5秒計測 45分計）
タキメーターつき
精度：平均月差±15秒

SAGE003     126,000円
（税抜120,000円）

mB

ブライトチタンケース 裏ぶた純チタン
カーブサファイアガラス
フル充電時約5ヶ月間駆動
ストップウオッチ機能（1/5秒計測 45分計）
タキメーターつき
精度：平均月差±15秒

SAGN011     189,000円
（税抜180,000円）

mB

ブライトチタンケース 裏ぶた純チタン
カーブサファイアガラス
自動巻き（手巻きつき）
最大巻上時約50時間持続
石数 28石
24時針・日付針・曜日針つき
デュアルタイム機能
カレンダー連動時差修正機能
レトログラード式曜日機構

SAGN013     178,500円
（税抜170,000円）

mB

ブライトチタンケース 裏ぶた純チタン
カーブサファイアガラス
自動巻き（手巻きつき）
最大巻上時約50時間持続
石数 28石
24時針・日付針・曜日針つき
デュアルタイム機能
カレンダー連動時差修正機能
レトログラード式曜日機構

SAGN007     189,000円
（税抜180,000円）

mB

ブライトチタンケース 裏ぶたシースルー
デュアルカーブサファイアガラス
ホーローダイヤル
自動巻き（手巻きつき）
最大巻上時約50時間持続
石数 28石
24時針・日付針・曜日針つき
デュアルタイム機能
カレンダー連動時差修正機能
レトログラード式曜日機構

SAGN005     157,500円
（税抜150,000円）

ブライトチタンケース 裏ぶたシースルー
デュアルカーブサファイアガラス
ホーローダイヤル
パワーリザーブ表示機能
手巻き
最大巻上時約40時間持続
石数 29石

mB

ブライツ

NEW
6月

発売予定

NEW
6月

発売予定

メカニカルウオッチ メカニカルウオッチ メカニカルウオッチ メカニカルウオッチ

メカニカルウオッチ メカニカルウオッチ

NEW
6月

発売予定

NEW
6月

発売予定

6本の針で時間、24時表示、日付、曜日を
示す自動巻きコンプリケーションムーブ
メントを搭載。
特徴は、日曜日から月曜日に一瞬にして
曜日針が戻るレトログラード式曜日
機構。レトログラードとは“逆戻り”の
意味です。
（SAGN007,011,013）

操作する喜びを感じる、ハートカムによる
クロノグラフ針の瞬間帰零方式を採用。

キネティッククロノグラフに相応しいオリ
ジナリティあふれるダイヤルレイアウト。

・6時位置に配した基本時計。
・特徴ある扇形状のクロノグラフ45分計。
（SAGE001,003）

キネティッククロノグラフ

アドバン・クロノグラフ
基本時計は年差±20秒の精度を持ち、
電池寿命は約5年のクロノグラフです。

Mechanical
メカニカル

レトログラード式曜日機構

P15下段ブライツメカニカルウオッチ共通仕様… 精度：日差＋25秒～－15秒



1817

SSVY037     37,800円
（税抜36,000円）

mB2

ステンレスケース
カーブサファイアガラス

SSVY039     39,900円
（税抜38,000円）

mB2

ステンレスケース
カーブサファイアガラス

SSVY041     39,900円
（税抜38,000円）

mB2

ステンレスケース
カーブサファイアガラス

SSVY043     39,900円
（税抜38,000円）

mB2

ステンレスケース
カーブサファイアガラス

さりげなくエレガンスを誘う、スタイリッシュな時間。
ルキア

NEW
3月発売

NEW
3月発売

NEW
3月発売

NEW
3月発売

P18 ルキア共通仕様… 精度：平均月差±20秒



SSVY028 57,750円
（税抜55,000円）

mB2

ピンクゴールドめっきケース
裏ぶたステンレス
カーブサファイアガラス
ピンクサファイア入りダイヤル
精度：平均月差±20秒

2019

SSVL037     39,900円
（税抜38,000円）

mB3

ステンレスケース
サファイアガラス
ストップウオッチ機能
（1/20秒計測 12時間計）
精度：平均月差±15秒

SSVL039     42,000円
（税抜40,000円）

mB3

ステンレスケース
サファイアガラス
ストップウオッチ機能
（1/20秒計測 12時間計）
精度：平均月差±15秒

SSVL041     52,500円
（税抜50,000円）

ステンレスケース
（一部パラジウムめっき
スワロフスキー・クリスタル・コンポーネント入り）
サファイアガラス
ストップウオッチ機能
（1/20秒計測 12時間計）
精度：平均月差±15秒

SSVY047     48,300円
（税抜46,000円）

mj2

ステンレスケース
（一部パラジウムめっき
スワロフスキー・クリスタル・コンポーネント入り）
サファイアガラス
精度：平均月差±20秒

SSVL021     60,900円
（税抜58,000円）

mB3

ステンレスケース
サファイアガラス
ダイヤ入り白蝶貝ダイヤル

SSVL023     60,900円
（税抜58,000円）

mB3

ステンレスケース
サファイアガラス
ダイヤ入り白蝶貝ダイヤル

SSVL025     60,900円
（税抜58,000円）

mB3

ステンレスケース
サファイアガラス
ダイヤ入り白蝶貝ダイヤル

SSVL027     60,900円
（税抜58,000円）

mB3

ステンレスケース
サファイアガラス
ダイヤ入り白蝶貝ダイヤル

SSVK061 37,800円
（税抜36,000円）

mB3

ステンレスケース
サファイアガラス
精度：平均月差±15秒

SSVK063 37,800円
（税抜36,000円）

mB3

ステンレスケース
サファイアガラス
精度：平均月差±15秒

SSVK065 37,800円
（税抜36,000円）

mB3
ステンレスケース
サファイアガラス
精度：平均月差±15秒

ルキア

SSVY029 57,750円
（税抜55,000円）

mB2
ステンレスケース
カーブサファイアガラス
ダイヤ入りダイヤル
精度：平均月差±20秒

SSVY031 57,750円
（税抜55,000円）

mB2

ステンレスケース
カーブサファイアガラス
ダイヤ入り白蝶貝ダイヤル
精度：平均月差±20秒

SSVX065 57,750円
（税抜55,000円）

mB3

ステンレスケース（ダイヤ入り）
カーブサファイアガラス
精度：平均月差±15秒

NEW
3月発売

NEW
3月発売 NEW

6月
発売予定

NEW
6月

発売予定

スワロフスキー・クリスタル・コンポーネント
オーストリアにある世界的なカット・クリスタル・
メーカー、スワロフスキーが生産するクリスタル。
クオリティの高さと精密なカットにより生まれる
美しい輝きが特徴です。

NEW
3月発売

NEW
3月発売

NEW
3月発売

P20下段 ルキア共通仕様… ストップウオッチ機能（1/20秒計測 12時間計）／精度：平均月差±15秒

世界で活躍するメイクアップアーティスト RUMIKOとの
コラボレーションモデル。

mj3



SSVL031 42,000円
（税抜40,000円）

mB3

ステンレスケース
サファイアガラス
ストップウオッチ機能
（1/20秒計測 12時間計）
精度：平均月差±15秒

SSVK057 36,750円
（税抜35,000円）

mB3

ステンレスケース
サファイアガラス
精度：平均月差±15秒

SSVC009 39,900円
（税抜38,000円）

ステンレスケース
サファイアガラス
24時針・日付針・曜日針つき
精度：平均月差±15秒

SSVK059 36,750円
（税抜35,000円）

mB3

ステンレスケース
サファイアガラス
精度：平均月差±15秒

SSVY032 42,000円
（税抜40,000円）

mB2

ピンクゴールドめっきケース
裏ぶたステンレス
カーブサファイアガラス
精度：平均月差±20秒

SSVY033 39,900円
（税抜38,000円）

mB2

ステンレスケース
カーブサファイアガラス
精度：平均月差±20秒

SSVY035 39,900円
（税抜38,000円）

mB2

ステンレスケース
カーブサファイアガラス
精度：平均月差±20秒

SSVY023 49,350円
（税抜47,000円）

mB2

ステンレスケース
カットガラス
ダイヤ入りダイヤル
精度：平均月差±20秒

SSVY025 49,350円
（税抜47,000円）

mB2

ステンレスケース
カットガラス
ダイヤ入りダイヤル
精度：平均月差±20秒

SSVK051 36,750円
（税抜35,000円）

mB3

ステンレスケース
サファイアガラス
精度：平均月差±15秒

SSVK053 36,750円
（税抜35,000円）

mB3

ステンレスケース
サファイアガラス
精度：平均月差±15秒

SSVK045 36,750円
（税抜35,000円）

mB3

ステンレスケース
サファイアガラス
精度：平均月差±15秒

SSVX027 49,350円
（税抜47,000円）

mB2

ステンレスケース
サファイアガラス
ダイヤ入りダイヤル

SSVX057 36,750円
（税抜35,000円）

mB2

ステンレスケース
サファイアガラス

SSVX055 38,850円
（税抜37,000円）

mB2

ステンレスケース
サファイアガラス
白蝶貝ダイヤル

SSVX053 38,850円
（税抜37,000円）

mB2

ステンレスケース
サファイアガラス
白蝶貝ダイヤル

SSVX059 36,750円
（税抜35,000円）

mB2

ステンレスケース
サファイアガラス

2221
P22下段 ルキアミニ共通仕様… 平均月差±15秒

mB3



2423

SBTY001     42,000円
（税抜40,000円）

純チタンケース
裏ぶた純チタンとガラス
サファイアガラス
受信結果表示機能
精度：非受信時平均月差±15秒

SBTY003     42,000円
（税抜40,000円）

純チタンケース
裏ぶた純チタンとガラス
サファイアガラス
受信結果表示機能
精度：非受信時平均月差±15秒

SBTY005     42,000円
（税抜40,000円）

純チタンケース
裏ぶた純チタンとガラス
サファイアガラス
受信結果表示機能
精度：非受信時平均月差±15秒

SBTY007     42,000円
（税抜40,000円）

純チタンケース
裏ぶた純チタンとガラス
サファイアガラス
受信結果表示機能
精度：非受信時平均月差±15秒

SBTL001     36,750円
（税抜35,000円）

純チタンケース
裏ぶた純チタンとガラス
サファイアガラス
針位置検出機能
精度：非受信時平均月差±20秒

SBTL003     36,750円
（税抜35,000円）

純チタンケース
裏ぶた純チタンとガラス
サファイアガラス
針位置検出機能
精度：非受信時平均月差±20秒

SBTL005    36,750円
（税抜35,000円）

純チタンケース
裏ぶた純チタンとガラス
サファイアガラス
針位置検出機能
精度：非受信時平均月差±20秒

SBYC007     63,000円
（税抜60,000円）

mB

純チタンケース
サファイアガラス

SBYC009     63,000円
（税抜60,000円）

mB

純チタンケース
サファイアガラス

SBYC002     63,000円
（税抜60,000円）

mB

純チタンケース（一部金色めっき）
サファイアガラス

SBYC003     63,000円
（税抜60,000円）

mB

純チタンケース
サファイアガラス

SBYB001     57,750円
（税抜55,000円）

B

ステンレスケース
サファイアガラス

SBYB003     57,750円
（税抜55,000円）

B

ステンレスケース
サファイアガラス

P24スピリット共通仕様…自動時刻復帰機能（フル充電時から約4年間復帰可能）／自動パワーセーブ機能／強制パワーセーブ機能／エネルギー残存量予告機能／精度：平均月差±15秒P23スピリット共通仕様…電波修正機能（2局自動選択受信）／自動受信機能／強制受信機能／時差修正機能

ウオッチエネルギーの更なる進化！
自動巻き発電クオーツ機構キネティックは、オートリレーに到達。

瞬時に現在時刻が 
蘇る 

わずかな動きで 
目覚める 

3日間静止すると 
眠る 

 

キネティック オートリレー

電波時計

電波時計

スピリット

NEW
4月

発売予定

NEW
4月

発売予定

NEW
4月

発売予定

NEW
4月

発売予定

NEW
5月

発売予定

NEW
5月

発売予定

NEW
5月

発売予定

キネティックオートリレーは、腕か
ら外した状態が約72時間続くと、
自動的に針を止め（自動パワー
セーブ機能）、再び腕に着用する
と自動的に現在時刻に復帰する
（自動時刻復帰機能）自動巻き
発電クオーツです。

電池交換不要の先進キャリバー「キネティックオートリレー」

回転錘

AGローター

専用IC

キネティックE.S.U

専用
コイルブロック

電　波 電　波 電　波 電　波 B3 B3 B3 B3

飾らないセンスのなかに宿る、先進性。

標準電波を受信して正確な時刻を

表示する電波修正機能を搭載。

標準電波とは通信総合研究所が運用

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。

スピリット電波時計は40kHz（福島局）

と60kHz（九州局）を自動的に選択し、

受信します。

標準信号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

「セシウム原子時計」によるものです。

キネティック オートリレー

B2 電　波 B2 電　波 B2 電　波 



2625

SBQK061     50,400円
（税抜48,000円）

純チタンケース（一部ブライトチタン）
サファイアガラス

SBQL005     47,250円
（税抜45,000円）

ステンレスケース
レンズつきサファイアガラス

SBQK067     47,250円
（税抜45,000円）

純チタンケース
サファイアガラス

SBQK019     39,900円
（税抜38,000円）

ステンレスケース
カーブサファイアガラス

SBQK062     39,900円
（税抜38,000円）

mtB0

純チタンケース（一部金色めっき）
サファイアガラス

SBQK071     31,500円
（税抜30,000円）

mtB0

ステンレスケース
サファイアガラス

SBQK075     31,500円
（税抜30,000円）

mtB0
ステンレスケース
サファイアガラス

SBPV001     31,500円
（税抜30,000円）

純チタンケース
サファイアガラス
フル充電時約6ヶ月間駆動
24時針・日付針・曜日針つき

SBPV003     31,500円
（税抜30,000円）

純チタンケース
サファイアガラス
フル充電時約6ヶ月間駆動
24時針・日付針・曜日針つき

SBPS035     26,250円
（税抜25,000円）

mB

純チタンケース
サファイアガラス
フル充電時約6ヶ月間駆動

SBPS041     26,250円
（税抜25,000円）

mB

純チタンケース
サファイアガラス
フル充電時約6ヶ月間駆動

SBPT017     29,400円
（税抜28,000円）

mB

ステンレスケース
カーブサファイアガラス
白蝶貝ダイヤル
フル充電時約2ヶ月間駆動

STPR003     29,400円
（税抜28,000円）

mB

ステンレスケース
カーブサファイアガラス
白蝶貝ダイヤル
フル充電時約5ヶ月間駆動

SBPT011     36,750円
（税抜35,000円）

mB

純チタンケース
サファイアガラス
白蝶貝ダイヤル
フル充電時約2ヶ月間駆動

STPT011     36,750円
（税抜35,000円）

mB

純チタンケース
サファイアガラス
白蝶貝ダイヤル
フル充電時約2ヶ月間駆動

P25スピリット共通仕様… フルオートカレンダー機能（2100年2月28日まで）／うるう年/月表示機能 P26スピリット共通仕様…精度：平均月差±20秒

パーペチュアルカレンダー

2100年までの
フルオートカレンダー
強力トルクモーターで日送りを
瞬時に行います。

電池寿命、最長10年
最長10年間の長寿命電池で電池
交換の手間を大幅に軽減。

信頼の高精度、
年差±20秒
セイコーが独自に開発した従来の
6倍の高周波数を発振する水晶振
動子を内蔵。

2100年まで、
月末の日付修正を不要にした
「パーペチュアルカレンダー」
機能を搭載。

太陽光などの光エネルギー
を電気エネルギーに換えて
駆動させる、電池交換不要
のソーラーウオッチ。

NEW
4月

発売予定

NEW
4月

発売予定

NEW
4月

発売予定

NEW
4月

発売予定

エコテックソーラー

エコマーク商品

エコマーク商品とは、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。「エコテック
ソーラー」は「エコマーク商品」に
認定されています。電池を排出し
ない、製造時に有害物質を使用
しない等、環境への負荷の低減
に配慮しています。

mtC0 mtB0 mtB0 mtB0

mB mB

エコテック ソーラーパーペチュアルカレンダー
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SCDP039     31,500円
（税抜30,000円）

mB3

ステンレスケース
サファイアガラス
白蝶貝ダイヤル
精度：平均月差±15秒

SSDX033     31,500円
（税抜30,000円）

mB2

ステンレスケース
サファイアガラス
白蝶貝ダイヤル
精度：平均月差±15秒

SCDP022     26,250円
（税抜25,000円）

mB3

ステンレスケース（一部金色めっき）
カーブサファイアガラス
精度：平均月差±15秒

SSDA002     26,250円
（税抜25,000円）

mB2

ステンレスケース（一部金色めっき）
カーブサファイアガラス
精度：平均月差±20秒

SCDP038     26,250円
（税抜25,000円）

mA3

ステンレスケース（一部金色めっき）
サファイアガラス
精度：平均月差±15秒

SSDA038     26,250円
（税抜25,000円）

mA2

ステンレスケース（一部金色めっき）
サファイアガラス
精度：平均月差±20秒

SBTQ001     47,250円
（税抜45,000円）

B3

純チタンケース
サファイアガラス
ストップウオッチ機能（1/5秒計測 60分計）
アラーム機能
タキメーターつき
精度：平均月差±15秒

SCEA005     36,750円
（税抜35,000円）

mB2

ステンレスケース
カーブガラス
24時針つき
ストップウオッチ機能（1秒計測 60分計）
精度：平均月差±20秒

SWFA012     29,400円
（税抜28,000円）

ステンレスケース（一部金色めっき）
カーブガラス
ダイヤ入り白蝶貝ダイヤル
フル充電時約5ヶ月間駆動
精度：平均月差±20秒

SWFA014     29,400円
（税抜28,000円）

mj

ステンレスケース（一部金色めっき）
カーブガラス
ダイヤ入り白蝶貝ダイヤル
フル充電時約5ヶ月間駆動
精度：平均月差±20秒

SWFA009     29,400円
（税抜28,000円）

mj

ステンレスケース
白蝶貝ダイヤル
フル充電時約5ヶ月間駆動
精度：平均月差±20秒

SWFA008     29,400円
（税抜28,000円）

j

金色めっきケース 裏ぶたステンレス
カーブガラス
白蝶貝ダイヤル
フル充電時約5ヶ月間駆動
精度：平均月差±20秒

SWFX070     29,400円
（税抜28,000円）

mj2

ステンレスケース
カーブサファイアガラス
精度：平均月差±15秒

SSWX002     36,750円
（税抜35,000円）

mj2

金色めっきケース 裏ぶたステンレス
カーブサファイアガラス

SSWX004     36,750円
（税抜35,000円）

mj2

金色めっきケース 裏ぶたステンレス
カーブサファイアガラス

SSWX007     36,750円
（税抜35,000円）

mj2

プラチナめっきケース 裏ぶたステンレス
カーブサファイアガラス

mj

ティセ

ノイエ

可愛らしさ中のに大人の香りを秘める、
時のアクセサリー。

シンプルな
シルエットに宿る、
上質な時間。

NEW
3月発売

NEW
3月発売

P28 ノイエ共通仕様…精度：平均月差±15秒

SWFX069     29,400円
（税抜28,000円）

mj2

ステンレスケース
カーブサファイアガラス
精度：平均月差±15秒
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SBDQ009 68,250円
（税抜65,000円）

mB3

純チタンケース（ダイヤシールドHICβ）
サファイアガラス
ストップウオッチ機能
（1/20秒計測 12時間計）
タキメーターつき
精度：平均月差±15秒

SBCJ027 63,000円
（税抜60,000円）

ntB0

純チタンケース（ダイヤシールドHICβ）
サファイアガラス
24時針つき
フルオートカレンダー機能（2100年2月28日まで）
うるう年/月表示機能
カレンダー連動時差修正機能

SBCJ025 63,000円
（税抜60,000円）

ntB0

純チタンケース（ダイヤシールドHICβ）
サファイアガラス
24時針つき
フルオートカレンダー機能（2100年2月28日まで）
うるう年/月表示機能
カレンダー連動時差修正機能

SBDQ005 68,250円
（税抜65,000円）

mB3

純チタンケース（ダイヤシールドHICβ）
サファイアガラス
ストップウオッチ機能
（1/20秒計測 12時間計）
タキメーターつき
精度：平均月差±15秒

SBCJ029 63,000円
（税抜60,000円）

ntB0

純チタンケース（ダイヤシールドHICβ）
サファイアガラス
24時針つき
フルオートカレンダー機能
（2100年2月28日まで）
うるう年/月表示機能
カレンダー連動時差修正機能

30

プロスペックス

SBDQ007 68,250円
（税抜65,000円）

mB3
純チタンケース（ダイヤシールドHICβ）
サファイアガラス
ストップウオッチ機能
（1/20秒計測 12時間計）
タキメーターつき
精度：平均月差±15秒

SBDV001 136,500円
（税抜130,000円）

mB

純チタンケース（ダイヤシールドHICβ）
サファイアガラス
フル充電時約5ヶ月間駆動
ストップウオッチ機能（1/5秒計測 45分計）
タキメーターつき
精度：平均月差±15秒

SBDV003 126,000円
（税抜120,000円）

mB

純チタンケース（ダイヤシールドHICβ）
サファイアガラス
バンド素材：コードバン
フル充電時約5ヶ月間駆動
ストップウオッチ機能（1/5秒計測 45分計）
タキメーターつき
精度：平均月差±15秒

都会というフィールドで、
冒険心を呼び覚ますファンクション。

「グッドデザイン賞（Gマーク）」は、1957年に通商産業省
によって設立された「グッドデザイン選定制度」を継承し、
1998年度に新たにスタートした、財団法人日本産業デザ
イン振興会が選定した総合的なデザイン評価制度です。

この写真は約120%に拡大しています。

DIASHIELD HIC α 

DIASHIELD HIC β 

ステンレススチール 

純チタン 

ブライトチタン 

傷つき難い 

〈表面硬度〉 Hv100 Hv300 Hv500 Hv1000

※実用表面硬度：

DIASHIELD（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。

ステンレスの約3倍の実用表面硬度（Hv600～700）
中長期携帯使用に効果的です。

ステンレスの約2倍の実用表面硬度（Hv350～400）
日常使用における小キズ防止に効果的です。

ビッカース硬さ試験において測定時の荷重を100gfとした
場合の硬度を表示しています。（gf：荷重単位）

強化耐磁時計（JIS 2種）

磁気はアナログクオーツ時計の精度に影響を及ぼしま
す。このマークのモデルは強い磁界を発生する機器（携
帯電話、パソコン、ヘッドホンなど）に1cmまで近づけ
てもほとんどの場合性能を維持できる耐磁性保証水準
を備えています。

耐磁性保証水準＝ANTIMAGNETIC 16,000A/m（200G）

n
DIASHIELD HICβ
（ダイヤシールド HIC ベータ）

DIASHIELD HIC α
（ダイヤシールド HIC アルファ）

SEIKO先進テクノロジーのイメージキャラクター、 
F1パイロット佐藤琢磨選手。 
F1の世界で「精度とクオリティ」を最大限に引き出すことに 
挑戦し、SEIKOのウオッチ技術の革新性や先進性を表現する 
個性を併せ持っていることから、佐藤選手をイメージキャラ 
クターに起用しました。 
 
≪佐藤琢磨選手プロフィール≫ 
１９７７年１月２８日生まれ　　２７歳 

鈴鹿レーシングスクールを経て、２０００年よりイギリスＦ３選手権にフル参戦。 

２００１年には日本人初のF3シリーズチャンピオンを獲得。 

続く２００２年には、JORDAN HondaからF1世界選手権に参戦。 

２００３年は、Lucky Strike BAR Hondaのリザーブ兼テストドライバーとして

マシンの開発に従事するが、急遽参戦した最終戦の鈴鹿にて見事６位入賞。 

２００４年は、同チームのレギュラードライバーとして、表彰台を目指す。 

 

丶 

丶 
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%

Nx

PO2

TIME AL FO2 PLAN LOG H.C

FO2
O2

体内窒素量バーグラフ 無減圧潜水 
可能時間 

最大水深 

現在水温 

現在水深 

潜水時間 

体内酸素 
バーグラフ 

O2マーク 

酸素濃度 

現在時刻 

酸素分圧 

酸素分圧 
マーク 

このボタンを押している間 

水深・水温などのログデータだけでなく、
体内窒素量の計算など安全なダイビングをするために必要な情報を、
自動計測表示する本格マルチレベルダイビングコンピュータ。

自動モードオン

ダイビングに必要なあらゆる情報を自動計測表示。

■体内窒素量インジケータや体内窒素排出必要時間の計算等ができるマルチレベルダイビング
に対応したダイビングコンピュータ。

■画面の見やすさや操作性を徹底的に追求。水感知センサーにより自動的にダイブモード
作動。ログデータ30本メモリー可能。

■軽量で硬度も高いブライトチタン製。ナイトダイビングなどに便利なパネライトつき。

■酸素濃度を変えたタンクを使い、「Nitrox（ナイトロックス）ダイビング」にも対応。

どのモード状態からでも、オートスイッチにより水分を感知すると自動で
ダイブモードへ移行します。

SBBN007     63,000円
（税抜60,000円）

me5

ステンレスケース
デュアルカーブガラス
精度：平均月差±15秒

SSBS018     139,650円
（税抜133,000円）

mg5

セラミックスと純チタンケース
（一部金色硬質コーティング）
精度：平均月差±15秒

SBDK001     168,000円
（税抜160,000円）

b3  

ブライトチタンケース（一部硬質コーティング）
カーブガラス
ダイブモード（自動モードオン・自動計測）
時計モード アラームモード
酸素濃度設定モード ダイブプランモード
ダイブログモード（ログ本数30本）
時差修正モード
精度：平均月差±15秒

SBDX001     262,500円
（税抜250,000円）

ステンレスケース デュアルカーブガラス
自動巻き（手巻きつき）
最大巻上時約50時間持続 石数 26石
精度：日差＋15秒～－10秒
付属品：ウレタンバンド

SBCZ005     52,500円
（税抜50,000円）

純チタンケース
カーブガラス
充電量表示機能
フル充電時約6ヶ月間駆動
精度：平均月差±15秒

SBCZ009     39,900円
（税抜38,000円）

ステンレスケース
カーブガラス
充電量表示機能
フル充電時約6ヶ月間駆動
精度：平均月差±15秒

SBDA001     42,000円
（税抜40,000円）

純チタンケース
自動巻き
最大巻上時約41時間持続
石数 21石
精度：日差＋45秒～－35秒

SBDA005     36,750円
（税抜35,000円）

純チタンケース
自動巻き
最大巻上時約41時間持続
石数 21石
精度：日差＋45秒～－35秒

SBDQ001     47,250円
（税抜45,000円）

純チタンケース
カーブガラス
ストップウオッチ機能
（1/20秒計測12時間計）
精度：平均月差±15秒

SBCB009     42,000円
（税抜40,000円）

純チタンケース
カーブガラス
フル充電時約6ヶ月間駆動
精度：平均月差±20秒

SBCM023     31,500円
（税抜30,000円）

ステンレスケース
フルオートカレンダー機能
（2100年2月28日まで）
うるう年/月表示機能

SBCM027     28,350円
（税抜27,000円）

ステンレスケース
フルオートカレンダー機能
（2100年2月28日まで）
うるう年/月表示機能

32

海の深い感動を知るために生まれた、プロフェッショナルツール。
mtc8mtc8

メカニカルウオッチ

メカニカルウオッチ

メカニカルウオッチ

me mc mc

mc3 mc

c

c m

m
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SBDX007     294,000円
（税抜280,000円）

mC

ブライトチタンケース サファイアガラス
自動巻き（手巻きつき）
最大巻上時約50時間持続
石数 26石　簡易方位計機能つき
精度：日差＋15秒～－10秒

SBCN003     136,500円
（税抜130,000円）

mB2

純チタンケース サファイアガラス
24時針つき アラーム機能
カレンダー連動時差修正機能
デュアルタイム機能　
気圧計測機能（500～1,050hPa・1hPaの単位）
気圧傾向表示機能　
最低気圧メモリー／呼び出し機能
精度：平均月差±15秒

SBDW005     136,500円
（税抜130,000円）

純チタンケース サファイアガラス
フル充電時約6ヶ月間駆動
簡易方位計機能つき
充電量表示機能　24時針つき
カレンダー連動時差修正機能
精度：平均月差±15秒

SBCJ019     47,250円
（税抜45,000円）

純チタンケース サファイアガラス
24時針つき
フルオートカレンダー機能（2100年2月28日まで）
うるう年/月表示機能
カレンダー連動時差修正機能
簡易方位計機能つき

SBCJ021     47,250円
（税抜45,000円）

純チタンケース サファイアガラス
24時針つき
フルオートカレンダー機能（2100年2月28日まで）
うるう年/月表示機能
カレンダー連動時差修正機能
簡易方位計機能つき

SBCJ031     42,000円
（税抜40,000円）

mtB0

純チタンケース サファイアガラス
24時針つき
フルオートカレンダー機能（2100年2月28日まで）
うるう年/月表示機能
カレンダー連動時差修正機能
簡易方位計機能つき

SBDS001     367,500円
（税抜350,000円）

ブライトチタンケース（一部硬質コーティング）
裏ぶたシースルー デュアルカーブサファイアガラス
ストップウオッチ機能
（1/5秒計測 30分計・12時間計）
パワーリザーブ表示機能
自動巻き（手巻きつき） 最大巻上時約50時間持続
石数 40石　精度：日差＋15秒～－10秒

SBDR001     115,500円
（税抜110,000円）

純チタンケース（一部硬質コーティング）
カーブサファイアガラス
フルオートカレンダー機能（2100年2月28日まで）
ストップウオッチ機能（1/1000秒計測 100時間計）
アラーム機能(ワールドタイムアラーム1ch）
ワールドタイム機能（28都市） タイムトランスファー機能
簡易方位計機能つき 円形計算尺機能つき
精度：平均月差±15秒

SBDP007     52,500円
（税抜50,000円）

B3

純チタンケース サファイアガラス
ストップウオッチ機能（1/5秒計測 60分計）
アラーム機能 円形計算尺機能つき
精度：平均月差±15秒

SBDP001     52,500円
（税抜50,000円）

純チタンケース（一部ステンレス）

SBDP009     45,150円
（税抜43,000円）

純チタンケース サファイアガラス

SBDP015     42,000円
（税抜40,000円）

ステンレスケース サファイアガラス

SBDP017     39,900円
（税抜38,000円）

ステンレスケース サファイアガラス

大地の優しさと厳しさが育んだ、確かな信頼性。 プロフェッショナルパイロットの視点が創り上げた、高性能。

メカニカルウオッチ メカニカルウオッチ

mB

B2

時を競うアスリートたちが求める、ハイスペック。

mtB0 mtB0

P34下段プロスペックススピードマスター共通仕様…ストップウオッチ機能（1/5秒計測 60分計）／アラーム機能／
タキメーターつき／精度：平均月差±15秒

B3

B3 B3 B3

mC


