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その美しき小さなサイズに、大いなる情熱を込めて。�
SEIKO小型ソーラー電波時計、登場。�
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小さなサイズでソーラー電波時計の在り方を大きく変える。�

SEIKOが新たに提案する美しきレディースライン。�

小型電波ムーブメント3B21が可能にしたサイズ感と�

これまでにない“白さ”を魅せる、新開発『ホワイトシルクダイヤル』。�

ジャストサイズで上質なデザインに仕上がりました。�

ブライトチタンと傷がつきにくいダイヤシールドが実現した軽さと美しさ。�

さらに、ボタンを極力無くし、スッキリとしたフォルムとともに�

ソーラー電波時計の上質と洗練の定義を新しく塗り替えます。�

より美しく、さらに進化した小型ソーラー電波時計。�

その誕生は、ペアモデルが実現したSEIKOソーラー電波時計の魅力をさらに拡げます。�

�

機能的に見えるとび出しボ
タンを極力無くし、女性用
ならではのエレガントなフォ
ルムを実現しました。�

スッキリとしたケースサイド�

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�

太陽光を始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。�

電池交換不要�

着脱しやすいワンプッシュ三ツ折中留を採用。人
気の高いブレスレットタイプが、女性の爪を傷つけ
ず、より使いやすくなりました。�

ワンプッシュ三ツ折中留�

小型電波時計仕様�
◎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 �
◎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）  ◎時差修正機能 �
◎日常生活用強化防水（10気圧）  ◎針位置自動修正機能 
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携帯電話やパソコンなどの磁気を発生させるものが
多くなっている中、知らず知らずに磁気の影響により
針ズレを起こしてしまっているケースも多く、また、強
い衝撃を受けることで針がズレてしまうこともあります。�
従来の電波時計ではひとたび針ズレを起こすと、針の
基準位置を合わせる面倒な操作が必要でした。�

針ズレの原因は、�
日常生活のなかにある。�

万が一、磁気や強い衝撃などで針ズレを起こした場合
でも、SEIKOソーラー電波時計は、一定時間毎（秒針
は1分毎、時分針は12時間毎）に針の位置をチェックし、
針がズレていれば自動的に修正する機能が搭載され
ています。�

SEIKOソーラー電波時計は、新登場の小型電波時計
を含め、全てに針ズレを自動で修正する機能が搭載
されています。これにより真に狂わない電波時計を
実現。面倒な操作を必要とすることなく、安心してお
使いいただけます。�

SE I KO独自の技術が、�
電波時計の弱点を克服！�

小型電波時計でも実現した�
SE I KOの先進技術。�

針位置自動修正機能�
それは、�
真に狂わない電波時計である�
という証。�
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ひとつひとつに選ぶだけの理由がある。�
SEIKOソーラー電波時計ラインアップ。�

ソーラー電波時計は、どこまで美しさを導くことができるか。

その期待以上の答えを導きだした、�

エレガントなドレスウオッチ。�

国境を超え、その先進機能を発揮する�

ワールドタイムソーラー電波時計。�

こだわり派が、バリエーション豊かにラインアップ。�

ElegantInternational
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徹底的に追求された基本性能と�

さりげないセンスに包まれたデザイン性。�

ビジネスシーンに映える機能美が、そこにある。�

精悍な表情が、見る度に人を魅了する。�

SEIKOが誇る先進性がワンランク上の�

デザインを生み出したスタイリッシュウオッチ。�

StandardStylish



WORLD TIME
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International

アナログソーラー式では世界初の、ワールドタイムソーラー電波ウオッチ。�

そのデザインセンスの進化はますます加速する。�
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日本�
（JJY）�

ドイツ�
（DCF77）�

アメリカ
（WWVB）�

日本・ドイツ・アメリカの世界3エリアで受信対応。�

ヨーロッパ主要都市やアメリカで電波修正が可能。�

 電波修正機能�

日本（JJY40/JJY60）、ドイツ（DCF77）、

アメリカ（WWVB）の世界３エリア4つの標準

電波に対応。セシウム原子時計により刻まれ

た標準電波を、日本、ヨーロッパ、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する

ことができます。�
※上図は受信範囲の目安です。この範囲の外側でも、条件によっては受信できることがあります。�

日本の標準電波：JJY�
情報通信研究機構により運用され
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）�

ドイツの標準電波：DCF77�
PTB（物理・技術連邦院）により
運用されています。�
フランクフルト南東　�
マインフリンゲン送信所�
（周波数：77.5kHz）�
※PTB:Physikalisch-Technische 
Bundesanstalt

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。�
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）�
※NIST:National Institute of Standards 
and Technology

ブライトチタンケース（一部硬質コーティング）�
カーブサファイアガラス（無反射コーティング）�
　　　　　4月発売�

ブライトチタンケース�
カーブサファイアガラス（無反射コーティング）�
　　　　　4月発売�

SAGZ013      136,500円 �
（税抜 130,000円）�

SAGZ015      126,000円 �
（税抜 120,000円）�

New New
05 134 024 05 134 024

ブライツ ワールドタイム ソーラー電波時計 共通仕様�
●裏ぶた純チタンとサファイアガラス ●ルミブライトつき ●日常生活用強化防水（10気圧） ●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）  �
● ワールドタイム機能（24都市） ●電波修正機能（日本・アメリカ・ドイツから発信される標準電波を受信） ●自動受信機能 ●強制受信機能 ●受信結果表示機能  �
●フルオートカレンダー機能 ●針位置自動修正機能 ●精度：非受信時平均月差±15秒�



SAGZ007 SAGZ009

ブライトチタンケース（一部硬質コーティング）�
サファイアガラス（無反射コーテイング）�

ブライトチタンケース（一部硬質コーティング）�
サファイアガラス（無反射コーテイング）�

ブライトチタンケース（一部硬質コーティング）�
サファイアガラス（無反射コーテイング）�

      126,000円�
（税抜 120,000円）�

      126,000円�
（税抜 120,000円）�

ブライツ ワールドタイム ソーラー電波時計 共通仕様�
●裏ぶた純チタンとサファイアガラス ●ルミブライトつき ●日常生活用強化防水（10気圧） ●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）  �
● ワールドタイム機能（24都市） ●電波修正機能（日本・アメリカ・ドイツから発信される標準電波を受信） ●自動受信機能 ●強制受信機能 ●受信結果表示機能  �
●フルオートカレンダー機能 ●針位置自動修正機能 ●精度：非受信時平均月差±15秒�
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高い 質感と細部に至るまでのこだわりが、�
ブライツらしさを物語る。�

International
WORLD TIME

SAGZ011      115,500円�
（税抜 110,000円）�

05 134 02405 134 024



純チタンケース（ダイヤシールド）�
カーブサファイアガラス�

純チタンケース（ダイヤシールド）�
カーブサファイアガラス�

SBFT003       84,000円�
（税抜 80,000円）�

SBFT005       78,750円�
（税抜 75,000円）�

スピリット ワールドタイム ソーラー電波時計 共通仕様�
●裏ぶた純チタンとガラス ●ルミブライトつき ●日常生活用強化防水（10気圧） ●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）�
●ワールドタイム機能（24都市） ●電波修正機能（日本・アメリカ・ドイツから発信される標準電波を受信）●自動受信機能 ●強制受信機能 ●受信結果表示機能   �
●フルオートカレンダー機能 ●針位置自動修正機能 ●精度：非受信時平均月差±15秒�
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進 化したテクノロジーをスマ ートに仕 上げた美しさがある。�

05 134 019 05 134 019



それぞれの個性が主張する、SEIKOソーラー電波時計。�

Elegant

ブライトチタンケース�
（ダイヤシールド・一部金色めっき）�
サファイアガラス（無反射コーティング）�
ホワイトシルクダイヤル�
　　　      7月発売予定�

ブライトチタンケース�
（ダイヤシールド・一部金色めっき）�
サファイアガラス（無反射コーティング）�
ホワイトシルクダイヤル�
　　　      7月発売予定� SWDT001

SADZ031

      136,500円�
（税抜 130,000円）�

      136,500円�
（税抜 130,000円）�
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New

New



ペアモデルにエレガントな華を添える、レディースライン。�

ブライトチタンケース（ダイヤシールド）�
サファイアガラス（無反射コーティング）�
ホワイトシルクダイヤル�
　　　      7月発売予定�

ブライトチタンケース（ダイヤシールド）�
サファイアガラス（無反射コーティング）�
ホワイトシルクダイヤル�
　　　      7月発売予定�

SADZ033 SWDT003      136,500円�
（税抜 130,000円）�

      136,500円�
（税抜 130,000円）�

ブライトチタンケース（金色めっき）�
サファイアガラス（無反射コーティング）�
白蝶貝ダイヤル�
　　　      7月発売予定�

ブライトチタンケース（金色めっき）�
サファイアガラス（無反射コーティング）�
白蝶貝ダイヤル�
　　　      7月発売予定�

SADZ032 SWDT002      115,500円�
（税抜 110,000円）�

      115,500円�
（税抜 110,000円）�
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ドルチェ＆エクセリーヌ  ソーラー電波時計 共通仕様�
●裏ぶた純チタンとサファイアガラス：SADZ031・033,SWDT001・003 ●裏ぶた純チタン（金めっき）とサファイヤガラス：SADZ032,SWDT002 �
●日常生活用強化防水（10気圧） ●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） �
●電波受信機能（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 ●フルオートカレンダー機能：SADZ031・032・033 ●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�

New New

New New



さりげなく上質を語る、ドレッシーなペアモデル。�

Elegant

ドルチェ＆エクセリーヌ  ソーラー電波時計 共通仕様�
●裏ぶたステンレスとサファイアガラス ●日常生活用強化防水（10気圧） ●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）  ●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 �
●フルオートカレンダー機能：SADZ017・019・021 ●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�

SADZ017

SADZ019

SADZ021

      94,500円�
（税抜 90,000円）�

      94,500円�
（税抜 90,000円）�

      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）�
サファイアガラス（無反射コーティング）�
　　　      　5月発売予定�

ステンレスケース（ダイヤシールド）�
サファイアガラス（無反射コーティング）�
　　　      5月発売予定�

ステンレスケース（ダイヤシールド）�
サファイアガラス（無反射コーティング）�
　　　      5月発売予定�

SWDT007

SWDT009

SWDT011

      94,500円�
（税抜 90,000円）�

      94,500円�
（税抜 90,000円）�

      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）�
サファイアガラス（無反射コーティング）�
白蝶貝ダイヤル�
　　　      8月発売予定�
�

ステンレスケース（ダイヤシールド）�
サファイアガラス（無反射コーティング）�
白蝶貝ダイヤル�
　　　      8月発売予定�

ステンレスケース（ダイヤシールド）�
サファイアガラス（無反射コーティング）�
　　　      8月発売予定�
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New New

New New

New New

05 134 022

05 134 022

05 134 022



気品 のある大人 のデザインが、エレガンスを饒舌に語る。�

SADZ009      136,500円�
（税抜 130,000円）�

ステンレスケース（ダイヤシールド）�
サファイアガラス（無反射コーティング）�

ステンレスケース�
（ダイヤシールド・一部金色めっき）�
サファイアガラス（無反射コーティング）�
　　　      6月発売予定�

ステンレスケース�
（ダイヤシールド・一部金色めっき）�
サファイアガラス（無反射コーティング）�
　　　      6月発売予定�

SADZ023 SADZ025      136,500円�
（税抜 130,000円）�

      126,000円�
（税抜 120,000円）�
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ドルチェ ソーラー電波時計 共通仕様�
●裏ぶたステンレス  ●日常生活用防水  ●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）  �
●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 �
●フルオートカレンダー機能  ●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�

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。�

New New05 134 022 05 134 022

05 134 022



ダイヤシー ルドが実現した、きれいな白が上質を誘う。�

Elegant

SADZ004 SADZ001 SADZ003      94,500円�
（税抜 90,000円）�

      84,000円�
（税抜 80,000円）�

      84,000円�
（税抜 80,000円）�

ドルチェ ソーラー電波時計 共通仕様�
●裏ぶたステンレスとサファイアガラス ●日常生活用強化防水（10気圧） ●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） �
●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 ●フルオートカレンダー機能 ●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）�
サファイアガラス（無反射コーティング）�

ステンレスケース（ダイヤシールド）�
サファイアガラス（無反射コーティング）�

ステンレスケース�
（ダイヤシールド・一部金色めっき）�
サファイアガラス（無反射コーティング）�
白蝶貝ダイヤル�

ステンレスケース（ダイヤシールド）�
サファイアガラス（無反射コーティング）�

ステンレスケース（ダイヤシールド）�
サファイアガラス（無反射コーティング）�
白蝶貝ダイヤル�

ステンレスケース（ダイヤシールド）�
サファイアガラス（無反射コーティング）�

SADZ011 SADZ013 SADZ015      84,000円�
（税抜 80,000円）�

      84,000円�
（税抜 80,000円）�

      84,000円�
（税抜 80,000円）�
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05 134 022 05 134 022

05 134 022 05 134 022 05 134 022



洗練された個性が、ドレッシーなひとときを演出する。�

SADZ005 SADZ007      105,000円�
（税抜 100,000円）�

      105,000円�
（税抜 100,000円）�

ブライトチタンケース�
サファイアガラス（無反射コーティング）�
�

ブライトチタンケース�
サファイアガラス（無反射コーティング）�
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ドルチェ ソーラー電波時計 共通仕様�
●裏ぶた純チタンとサファイアガラス ●日常生活用強化防水（10気圧） ●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） �
●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 ●フルオートカレンダー機能 ●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�

05 134 02205 134 022



SAGZ001 SAGZ003 SAGZ005      94,500円�
（税抜 90,000円）�

      94,500円�
（税抜 90,000円）�

      84,000円�
（税抜 80,000円）�

ブライツ ソーラー電波時計 共通仕様�
●裏ぶた純チタンとサファイアガラス ●ルミブライトつき ●日常生活用強化防水（10気圧） ●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）�
●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 ●フルオートカレンダー機能 ●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�
�

SAGZ017 SAGZ019      105,000円�
（税抜 100,000円）�

      94,500円�
（税抜 90,000円）�

ブライトチタンケース�
カーブサファイアガラス�
（無反射コーティング）�
　　　      4月発売�

ブライトチタンケース�
カーブサファイアガラス�
（無反射コーティング）�
　　　      4月発売�

ブライトチタンケース　�
レンズつきサファイアガラス�
（無反射コーティング）�

ブライトチタンケース　�
レンズつきサファイアガラス�
（無反射コーティング）�

ブライトチタンケース　�
レンズつきサファイアガラス�
（無反射コーティング）�
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心地よさを追求するこだわり、全身に息づく。�

Stylish

New New
05 134 024 05 134 024

05 134 024 05 134 024



純チタンケース（ダイヤシールド）�
カーブサファイアガラス�

純チタンケース（ダイヤシールド）�
カーブサファイアガラス�

純チタンケース（ダイヤシールド）�
カーブサファイアガラス�

SBFV001      63,000円�
（税抜 60,000円）�

SBFV003      63,000円�
（税抜 60,000円）�

SBFV005       57,750円�
（税抜 55,000円）�
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スピリット ソーラー電波時計 共通仕様�
●裏ぶた純チタンとガラス ●ルミブライトつき ●日常生活用強化防水（10気圧） ●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） �
●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 ●フルオートカレンダー機能 ●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�

スマ ートに表 現された軽快感。�

05 134 019 05 134 019 05 134 019



Standard

見やすさと軽さを、スタンダードな美学とする。�

SBTM009 SBTM011

SBTM013 SBTM014

純チタンケース�
サファイアガラス�

純チタンケース�
サファイアガラス�

純チタンケース�
サファイアガラス�

純チタンケース�
サファイアガラス�

      57,750円�
（税抜 55,000円）�

      57,750円�
（税抜 55,000円）�

      57,750円�
（税抜 55,000円）�

      57,750円�
（税抜 55,000円）�

スピリット ソーラー電波時計 共通仕様�
●裏ぶた純チタンとガラス ●日常生活用強化防水（10気圧） ●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）�
●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 ●フルオートカレンダー機能 ●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�
�
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SBTM001 SBTM003

SBTM005 SBTM007

純チタンケース�
サファイアガラス�

純チタンケース�
サファイアガラス�

純チタンケース�
サファイアガラス�

純チタンケース�
サファイアガラス�

      49,875円�
（税抜 47,500円）�

      49,875円�
（税抜 47,500円）�

      49,875円�
（税抜 47,500円）�

      49,875円�
（税抜 47,500円）�

SBTM015

純チタンケース�
サファイアガラス�
　　　      　4月発売�

      49,875円�
（税抜 47,500円）�

20

スピリット ソーラー電波時計 共通仕様�
●裏ぶた純チタンとガラス ●ルミブライトつき ●日常生活用強化防水（10気圧） ●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） �
●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 ●フルオートカレンダー機能 ●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�

New

05 134 019 05 134 019

05 134 019 05 134 019 05 134 019



スポーツマインドが生み出した、デザインセンス。�

Standard

SBHS001 SBHS003 SBHS005

SBHS007 SBHS009

      63,000円�
（税抜 60,000円）�

      57,750円�
（税抜 55,000円）�

      57,750円�
（税抜 55,000円）�

      63,000円�
（税抜 60,000円）�

      63,000円�
（税抜 60,000円）�

純チタンケース（硬質コーティング）�
カーブサファイアガラス�

純チタンケース（ダイヤシールド）�
カーブサファイアガラス�

純チタンケース（ダイヤシールド）�
カーブサファイアガラス�

純チタンケース（ダイヤシールド）�
カーブサファイアガラス�

純チタンケース（ダイヤシールド）�
カーブサファイアガラス�

イグニッション ソーラー電波時計 共通仕様�
●裏ぶた純チタンとガラス ●ルミブライトつき ●日常生活用強化防水（10気圧） ●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）�
●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 ●フルオートカレンダー機能 ●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�
�21
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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お読みください。 ○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。�

セイコーソーラー電波時計機能一覧�

掲載商品についてのお問い合せは、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。�

06.04.SEこの印刷物は、リサイクル紙を使用しています。�

http://www.seiko-watch.co.jp

ブライトチタン�
ケース�

純チタンとほぼ同じ特徴をもつチタン合金です。純チタンの
約1.5倍の硬さを持ち傷つきにくい素材です。純チタンの色調に
比べて白く、美しい鏡面仕上げが可能です。�

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。※硬いものに擦りつけたり、強い
衝撃を加えると傷がつく場合があります。�

ホワイトシルク�
ダイヤル�

セイコー独自技術により開発したソーラー文字板です。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質
感の高い白いダイヤルを実現しています。�

無反射�
コーティング�
ガラス�

光の反射を防ぐために、ガラスに特殊なコーティング（被膜）を施
しています。これにより、文字板や針がより見やすくなっています。�

ルミブライト�

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行素材です。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。�

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。�

日常生活用�
強化防水�
（10気圧）�

空気ボンベを使用しない潜水（スキンダイビング）程度の水中
での使用が可能です。�

硬質�
コーティング�

通常のめっきに比べ約5倍の硬度があり、耐擦傷性の高い表
面仕上げです。�

ソーラー充電式�
（電池交換不要）�

文字板の下にあるソーラーセルが受けた光を電気エネルギー
に換えて二次電池に蓄え、そのエネルギーを利用して時計を
駆動させています。したがって電池交換の必要がありません。�

パワーセーブ機能�

光があたらない状態が72時間以上継続した場合、消費電力を
抑えるパワーセーブモードに入ります。この時、時・分・カレン
ダーも停止していますが自動受信は行っています。5秒以上光
をあてることで現在時刻に戻ります。�

針位置�
自動修正機能�

一定時間毎に針位置をチェックし、針がずれている場合は自動
的に修正します。通常、秒針は１分毎、時・分針は12時間毎に
行います。強い衝撃や磁気の影響を受けたり、誤って針位置をず
らしてしまった場合に役立ちます。�

時差修正機能�

日本時間と時差のある地域へ行った際、時計を止めることなく現
地の時刻に合わせることができます。日本時間に対し＋4時間～
－20時間までの時差を簡単な操作で設定ができます。�
※時差設定中は電波受信（自動・強制）を行いません。�

純チタンケース� ステンレスの約半分の重量で軽く錆びにくい素材です。�

世界3エリア受信�
日本、ヨーロッパ、アメリカの主要エリアで標準電波の受信が可
能。受信範囲であれば標準電波を受信し、時刻を自動で修正
することができます。�

べゼル部に配置された２４都市の表示を針で選択するだけで現
地時刻を自動的に表示します。�

ワールドタイム機能�

フルオート�
カレンダー�

2100年2月28日まで、うるう年を含めた月末の日付修正が不要の
カレンダー機能です。�

エコマーク�

時刻修正不要�

独立行政法人情報通信研究機構が運用している時刻情報をのせた標準電波を
受信して、正確な時刻情報を表示する機能を持っているため、時刻修正が不要。
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。�

ソーラー電波時計�




