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左 SADZ031  136,500円（税抜 130,000円）　 ブライトチタンケース（ダイヤシールド・一部金色めっき）、 ホワイトシルクダイヤル《7月発売予定》�
右 SWDT001  136,500円（税抜 130,000円）　 ブライトチタンケース（ダイヤシールド・一部金色めっき）、 ホワイトシルクダイヤル《7月発売予定》 　�
写真の商品は約120％に拡大してあります。�写真の商品は約120％に拡大してあります。�
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〈P1・P2 共通仕様〉�●裏ぶた純チタンとサファイアガラス ●サファイアガラス（無反射コーティング） ●日常生活用強化防水（10気圧） �
●ワンプッシュ中留  ●フル充電時約6ヶ月間駆動 ●パワーセーブ機能（パワーセーブ時約1.5年） �
●フルオートカレンダー機能（SADZ031・032・033） ●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    �
●針位置自動修正機能 ●精度：非受信時平均月差±15秒  

ブライトチタンケース（ダイヤシールド）�
ホワイトシルクダイヤル�
《7月発売予定》�

SWDT003  136,500円�
（税抜 130,000円）�

ブライトチタンケース（ダイヤシールド）�
ホワイトシルクダイヤル�
《7月発売予定》�

SADZ033  136,500円�
（税抜 130,000円）�

ブライトチタンケース（金色めっき）�
白蝶貝ダイヤル�
《7月発売予定》�

SWDT002  115,500円�
（税抜 110,000円）�

ブライトチタンケース（金色めっき）�
白蝶貝ダイヤル�
《7月発売予定》�

SADZ032  115,500円�
（税抜 110,000円）�

特殊繊維による光の乱反
射により自然で美しいシ
ルクのような“白さ”を実現。
立体的な質感の高いダイ
ヤルです。�

質感高く美しい�
白を実現した�
ホワイトシルクダイヤル�
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ステンレスケース（ダイヤシールド）�
白蝶貝ダイヤル�
《8月発売予定》�

�

SWDT007  94,500円�
（税抜 90,000円）�

ステンレスケース（ダイヤシールド）�
《5月発売予定》�

SADZ017  94,500円�
（税抜 90,000円）�

ステンレスケース�
（ダイヤシールド・一部金色めっき）�

白蝶貝ダイヤル�
《8月発売予定》�

SWDT009  94,500円�
（税抜 90,000円）�

ステンレスケース�
（ダイヤシールド・一部金色めっき）�

《5月発売予定》�

SADZ019  94,500円�
（税抜 90,000円）�

05 134 022

05 134 022
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〈P3・P4共通仕様〉�●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（無反射コーティング） ●日常生活用強化防水（10気圧） �
●ワンプッシュ中留 ●フル充電時約6ヶ月間駆動 ●パワーセーブ機能（パワーセーブ時約1.5年）    �
●フルオートカレンダー機能（SADZ017・019・021） ●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 ●針位置自動修正機能 ●精度：非受信時平均月差±15秒 

ステンレスケース（ダイヤシールド）�
《8月発売予定》�

SWDT011  94,500円�
（税抜 90,000円）�

ステンレスケース（ダイヤシールド）�
《5月発売予定》�

SADZ021  94,500円�
（税抜 90,000円）�

［解消、万が一の針ずれ］��
ドルチェ&エクセリーヌのソーラー電波時計は、一定時
間ごとに針位置をチェックし自動的に正しい位置に修
正する針位置自動修正機能つき。強い衝撃や磁気な
どの影響で万が一針ずれを起こした場合に、秒針は1分
毎、時分針は12時間毎に自動で修正します。�

［電池交換不要］��
太陽光をはじめとする光エネルギーを電気エネルギーに
換えて文字板の下にある二次電池に蓄え、そのエネル
ギーを利用して動かしています。したがって、一般のク
オーツに必要なボタン電池の交換が不要です。�

［女性ならではの美しさへのこだわり］��
エクセリーヌのソーラー電波時計は、機能的に見
える飛びだしボタンを極力なくし、エレガントなフォ
ルムを実現。美しさと簡単操作を合わせ持つ、女
性のための電波時計です。�

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。�
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「セシウム原子時計」によるものです。 

05 134 022
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写真の商品は約120％に拡大してあります。�



�

6

〈共通仕様〉�●裏ぶたステンレス  ●サファイアガラス（無反射コーティング） ●日常生活用防水  ●ワンプッシュ中留 �
●フル充電時約6ヶ月間駆動  ●パワーセーブ機能（パワーセーブ時約1.5年）  ●フルオートカレンダー機能   �
●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  �
●針位置自動修正機能  ●精度：非受信時平均月差±15秒  

ステンレスケース�
（ダイヤシールド・一部金色めっき）�

《6月発売予定》�

SADZ025  126,000円�
（税抜 120,000円）�

ステンレスケース�
（ダイヤシールド・一部金色めっき）�

《6月発売予定》�

SADZ023  136,500円�
（税抜 130,000円）�

薄さと美しさをあわせ持つケースフォルムが
上質のエレガンスを表現。�

手元に大人の艶を与える柔らかな�
ブラウンダイヤル。�

05 134 022 05 134 022



SADZ009  136,500円�
（税抜 130,000円）�

ステンレスケース（ダイヤシールド）�
�

SADZ005  105,000円�
（税抜 100,000円）�

ブライトチタンケース�
�

SADZ007  105,000円�
（税抜 100,000円）�

ブライトチタンケース�
�

〈共通仕様〉�●裏ぶた純チタンとサファイアガラス〈SADZ009は裏ぶたステンレス〉 ●サファイアガラス（無反射コーティング）�
 ●日常生活用強化防水（10気圧）〈SADZ009は日常生活用防水〉 �
●ワンプッシュ中留  ●フル充電時約6ヶ月間駆動  ●パワーセーブ機能（パワーセーブ時約1.5年） �
●フルオートカレンダー機能  ●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  ●針位置自動修正機能 ●精度：非受信時平均月差±15秒�7

05 134 022

05 134 022 05 134 022



SADZ001  84,000円�
（税抜 80,000円）�

ステンレスケース（ダイヤシールド）�
�

SADZ004  94,500円�
（税抜 90,000円）�

ステンレスケース�
（ダイヤシールド・一部金色めっき）�

白蝶貝ダイヤル�

SADZ003  84,000円�
（税抜 80,000円）�

ステンレスケース（ダイヤシールド）�
�

〈共通仕様〉�●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（無反射コーティング） ●日常生活用強化防水（10気圧） �
●ワンプッシュ中留  ●フル充電時約6ヶ月間駆動  ●パワーセーブ機能（パワーセーブ時約1.5年） �
●フルオートカレンダー機能  ●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  ●針位置自動修正機能 ●精度：非受信時平均月差±15秒�

8
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左 SAAK003  157,500円（税抜 150,000円）　 ステンレスケース �
右 SWDL173  157,500円（税抜 150,000円）　 ステンレスケース　白蝶貝ダイヤル�
写真の商品は約120％に拡大してあります。�
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〈P9・P10共通仕様〉�●デュアルカーブサファイアガラス（無反射コーティング） ●日常生活用防水  ●耐磁  ●ワンプッシュ中留 �
●電池寿命約2年 ●精度：年差±10秒 

ステンレスケース�
�

SAAK001 157,500円�
（税抜 150,000円）�

ステンレスケース（一部18Kイエローゴールド）�
�

SAAK005  189,000円�
（税抜 180,000円）�

ステンレスケース（一部18Kイエローゴールド）�
�

SWDL175  178,500円�
（税抜 170,000円）�

美しさを追求した薄型フォルム。�
リュウズに埋め込んだオニキスも�
美しいアクセントに。�

ステンレスケース�
�

SWDL171  157,500円�
（税抜 150,000円）�
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SACM147  73,500円�
（税抜 70,000円）�

ステンレスケース�
�

ステンレスケース�
�

SWDL157  73,500円�
（税抜 70,000円）�

SWDL159  73,500円�
（税抜 70,000円）�

ステンレスケース�
�

SACM149  73,500円�
（税抜 70,000円）�

ステンレスケース�
�

〈共通仕様〉�●カーブサファイアガラス（無反射コーティング） ●日常生活用強化防水（10気圧）  ●耐磁  ●ワンプッシュ中留 �
●電池寿命約3年 〈婦人用は約2年〉 ●精度：年差±10秒 
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（税抜 60,000円）�
SACK015  63,000円�

（税抜 60,000円）�

ステンレスケース�
�

ステンレスケース�
�

SWDL147  63,000円�

SWDL149  63,000円�
（税抜 60,000円）�

ステンレスケース�
白蝶貝ダイヤル�

SACK017  63,000円�
（税抜 60,000円）�

ステンレスケース�
白蝶貝ダイヤル�

〈共通仕様〉�●サファイアガラス（無反射コーティング） ●日常生活用防水  ●耐磁  ●ワンプッシュ中留 �
●電池寿命約2年  ●精度：年差±10秒 

ドレッシーな薄型フォルム�
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左 SACK021  105,000円（税抜 100,000円）　 ステンレスケース（ダイヤシールド）�
右 SWDX111  105,000円（税抜 100,000円）　 ステンレスケース（ダイヤシールド） 　�
写真の商品は約120％に拡大してあります。�



SACK025  105,000円�
（税抜 100,000円）�

ステンレスケース（ダイヤシールド）�
�

SWDX115  105,000円�
（税抜 100,000円）�

ステンレスケース（ダイヤシールド）�
�

SACK023  105,000円�
（税抜 100,000円）�

ステンレスケース（ダイヤシールド）�
�

SWDX113  105,000円�
（税抜 100,000円）�

ステンレスケース（ダイヤシールド）�
�

14

〈P13・P14共通仕様〉�●デュアルカーブサファイアガラス（無反射コーティング） ●日常生活用強化防水（10気圧）  ●耐磁  ●ワンプッシュ中留 �
●電池寿命約2年 〈婦人用は約3年〉 ●精度：年差±10秒 〈婦人用は平均月差±15秒〉�
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SACK029  94,500円�
（税抜 90,000円）�

ステンレスケース（ダイヤシールド）�
�

SWDX117  94,500円�
（税抜 90,000円）�

ステンレスケース（ダイヤシールド）�
白蝶貝ダイヤル�

SWDB051  78,750円�
（税抜 75,000円）�

ステンレスケース�
�

SACK005  78,750円�
（税抜 75,000円）�

ステンレスケース�
�

〈共通仕様〉�●デュアルカーブサファイアガラス（無反射コーティング）〈SACK005、SWDB051はカーブサファイアガラス（無反射コーティング）〉�
●日常生活用強化防水（10気圧）  ●耐磁  ●ワンプッシュ中留 �
●電池寿命約2年 〈婦人用は約3年〉 ●精度：年差±10秒 〈婦人用は平均月差±15秒〉�
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SWDL139  89,250円�
（税抜 85,000円）�

ステンレスケース（ダイヤシールド）�
�

SACM140  89,250円�
（税抜 85,000円）�

ステンレスケース�
（ダイヤシールド・一部金色めっき）�

�

SACM139  89,250円�
（税抜 85,000円）�

ステンレスケース（ダイヤシールド）�
�

SWDL140  89,250円�
（税抜 85,000円）�

ステンレスケース�
（ダイヤシールド・一部金色めっき）�

�

〈共通仕様〉�●サファイアガラス（無反射コーティング） ●日常生活用強化防水（10気圧）  ●耐磁  ●ワンプッシュ中留  �
●電池寿命約3年 〈婦人用は約2年〉 ●精度：年差±10秒 



SWDL079  73,500円�
（税抜 70,000円）�

ステンレスケース（一部金色めっき）�
�

SACM130  73,500円�
（税抜 70,000円）�

ステンレスケース（一部金色めっき）�
�

SACM079  73,500円�
（税抜 70,000円）�

ステンレスケース（一部金色めっき）�
�

SWDL130  73,500円�
（税抜 70,000円）�

ステンレスケース（一部金色めっき）�
�
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〈共通仕様〉�●サファイアガラス（無反射コーティング）〈SACM079、SWDL079はカーブサファイアガラス〉  �
●日常生活用強化防水（10気圧）  ●耐磁  ●ワンプッシュ中留  �
●電池寿命約3年 〈婦人用は約2年〉 ●精度：年差±10秒 



SWDL099  57,750円�
（税抜 55,000円）�

ステンレスケース�
白蝶貝ダイヤル�

�

SACL009  57,750円�
（税抜 55,000円）�

ステンレスケース�
白蝶貝ダイヤル�

�

SACM107  52,500円�
（税抜 50,000円）�

ステンレスケース�
�

SWDL117  52,500円�
（税抜 50,000円）�

ステンレスケース�
�
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〈共通仕様〉�●サファイアガラス（無反射コーティング）〈SACL009、SWDL099はサファイアガラス〉  �
●日常生活用強化防水（10気圧）〈SACL009、SWDL099は日常生活用防水〉  ●耐磁  ●ワンプッシュ中留 �
●電池寿命約3年 〈婦人用は約2年〉 ●精度：年差±10秒 
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ステンレスケース（一部金色めっき）�
白蝶貝ダイヤル�

SWDQ008  63,000円�
（税抜 60,000円）�

ステンレスケース（一部金色めっき）�
白蝶貝ダイヤル�

SADQ008  63,000円�
（税抜 60,000円）�

ステンレスケース（ダイヤシールド）�
白蝶貝ダイヤル�

SADR007  68,250円�
（税抜 65,000円）�

ステンレスケース（ダイヤシールド）�
白蝶貝ダイヤル�

SWDR001  68,250円�
（税抜 65,000円）�

05 134 01605 134 022
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●カーブサファイアガラス（無反射コーティング）〈SADQ008、SWDQ008はサファイアガラス（無反射コーティング）〉�
●日常生活用強化防水（10気圧）  ●耐磁  ●ワンプッシュ中留 ●精度：平均月差±20秒 �
●フル充電時約5ヶ月間駆動〈SADR003・004・007、SWDR001はフル充電時約2ヶ月間駆動〉 

〈P19・P20共通仕様〉�

ステンレスケース（一部金色めっき）�
白蝶貝ダイヤル�

SADR004  52,500円�
（税抜 50,000円）�

ステンレスケース（一部金色めっき）�
白蝶貝ダイヤル�

SWDQ004  52,500円�
（税抜 50,000円）�

ステンレスケース�
白蝶貝ダイヤル�

SWDQ003  52,500円�
（税抜 50,000円）�

ステンレスケース�
白蝶貝ダイヤル�

SADR003  52,500円�
（税抜 50,000円）�

05 134 016

05 134 016
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左 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）、ダイヤ入り白蝶貝ダイヤル、ダイヤ入りリュウズ�
右 SWDX109  136,500円（税抜 130,000円）　 パラジウムめっきケース（ダイヤ入り）、ダイヤ入り白蝶貝ダイヤル、ダイヤ入りリュウズ�
�写真の商品は約120％に拡大してあります。�



●裏ぶたステンレス  ●カーブサファイアガラス（無反射コーティング） ●日常生活用防水  �
●耐磁  ●ワンプッシュ中留  ●電池寿命約3年 ●精度：平均月差±15秒 

〈P21・P22共通仕様〉�

ステンレスケース（ダイヤ入り）�
ダイヤ入りダイヤル�
ダイヤ入りリュウズ�

SWDX119  189,000円�
（税抜 180,000円）�

パラジウムめっきケース（ダイヤ入り）�
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）�
白蝶貝ダイヤル�

SWDB057 78,750円�
（税抜 75,000円）�

パラジウムめっきケース（ダイヤ入り）�
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）�
白蝶貝ダイヤル�

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）�
白蝶貝ダイヤル�

SWDX105  105,000円�
（税抜 100,000円）�

22
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ステンレスケース�
�

SWDX123  57,750円�
（税抜 55,000円）�

ステンレスケース�
�

SWDX129  57,750円�
（税抜 55,000円）�

ステンレスケース�
ダイヤ入りダイヤル�

SWDX135  73,500円�
（税抜 70,000円）�

SWDB079  52,500円�
（税抜 50,000円）�

パラジウムめっきケース�
ダイヤ入り白蝶貝ダイヤル�

SWDB077  52,500円�
（税抜 50,000円）�

パラジウムめっきケース�
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�
ダイヤ入り白蝶貝ダイヤル�

●裏ぶたステンレス  ●カーブサファイアガラス（無反射コーティング）�
●日常生活用強化防水（10気圧）〈SWDB075・077・079は日常生活用防水〉 ●耐磁  ●ワンプッシュ中留 �
●電池寿命約2年  ●精度：平均月差±15秒�
�
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SWDF051  52,500円�
（税抜 50,000円）�

パラジウムめっきケース�
�

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)�
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)�
白蝶貝ダイヤル�

SWDB062  52,500円�
（税抜 50,000円）�

金色めっきケース�
�

SWDF053  52,500円�
（税抜 50,000円）�

パラジウムめっきケース�
白蝶貝ダイヤル�

SWDF052  52,500円�
（税抜 50,000円）�

金色めっきとパラジウムめっきケース�
�

●裏ぶたステンレス〈SWDB042・062は除く〉  �
●カーブサファイアガラス（無反射コーティング）〈SWDX095はカーブサファイアガラス〉  �
●日常生活用強化防水（10気圧）〈SWDX095、SWDB042・ 062は日常生活用防水〉  ●耐ニッケルアレルギー：SWDB062  �
●耐磁  ●電池寿命約2年〈SWDX095は約3年〉 ●精度：平均月差±15秒（SWDF051・052・053は月差±20秒）�
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〈共通仕様〉�●裏ぶたステンレス  ● カーブサファイアガラス〈SADV044、SWDH074はサファイアガラス 〉�
●日常生活用防水  ●耐磁   ●電池寿命約3年 〈婦人用は約2年〉 ●精度：年差±10秒〈SWDH074は年差±20秒〉 

厚金色めっきケース�
�

SADV044  73,500円�
（税抜 70,000円）�

厚金色めっきケース�
�

SWDH074  73,500円�
（税抜 70,000円）�

プラチナめっきケース�
�

SADV061  63,000円�
（税抜 60,000円）�

プラチナめっきケース�
�

SWDL061  63,000円�
（税抜 60,000円）�
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〈共通仕様〉�●裏ぶたステンレス  ●サファイアガラス（無反射コーティング）  ●日常生活用防水  �
●耐磁  ●電池寿命約3年 〈婦人用は約2年〉 ●精度：年差±10秒 

ステンレスケース（一部金色めっき）�
白蝶貝ダイヤル�

SACM152  57,750円�
（税抜 55,000円）�

ステンレスケース（一部金色めっき）�
白蝶貝ダイヤル�

SWDL162  57,750円�
（税抜 55,000円）�

プラチナめっきケース�
�

SACM151  52,500円�
（税抜 50,000円）�

プラチナめっきケース�
�

SWDL161  52,500円�
（税抜 50,000円）�

金色めっきケース�
�

SACM154  52,500円�
（税抜 50,000円）�

金色めっきケース�
�

SWDL164  52,500円�
（税抜 50,000円）�



●掲載商品はすべてクオーツです。●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。●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。●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。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」はブランドと機能ごとに決められています。）●「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」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、対直流4,800A/m（60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）。�
●掲載商品の価格は、2006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/de/
0120-061-012

掲載商品についてのお問い合わせは、お客様相談室まで。�

（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。）�

この印刷物は、リサイクル紙を使用しています。　06.04.SE


