
総合パンフレット

・ 表示精度は常温携帯時です。
・ ケースの厚み/横幅（りゅうず及びりゅうずガード含まず）は「設計値」を掲載してますが、おおよその参考値としてご参照ください。
・ 厚み、重量、ケースサイズの参考情報は、ホームページでご覧いただけます。
・ 厚みは裏ぶたの底面からガラスの一番高い部分までの距離となっております。※設計上の数値ですので公差の関係で若干ばらつきがある場合があります。
・ 色調は表面加工が施されているケースの色調を表記しています。掲載商品の色調は、印刷物につき一部実物と異なる場合がありますのでご了承ください。
・ 機械式時計の精度は、ムーブメントを静的状態に測定したものです。機械式時計の特性上、ご使用になる条件（携帯時間、時計の姿勢、腕の動き、ぜんまいの巻き上げ具合など）によっては 
  日差範囲を超える場合があります。駆動時間は、目安です。
・ 掲載商品の仕様を予告なく変更する場合もありますのでご了承ください。

定期的な電池交換不要の「エコ・ドライブ」モデルは
時計として初めて「エコマーク商品」に認定されました。

エコ・ドライブ・・・・・・・・・・・ 06 134 011
ソーラーテック・・・・・・・・・・・ 06 134 012
シチズン・メカニカル・ウォッチ・・・・ 07 134 001

エコマーク商品
エコマーク商品は、公益財団法人日本環境協会が、様々な商品（製品およびサービス）の中で､「生産」から「廃棄」にわたるライフサイクル全体を通して環境への負荷が少なく、環境保全に役立つ
と認めた商品です。

・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。

Eco-Drive（エコ・ドライブ）、DURATECT（デュラテクト）、Satellite Wave（サテライト ウエーブ）、Direct Flight（ダイレクトフライト）、Perfex（パーフェックス）、Perfexマルチ3000（パーフェックスマルチ3000）、
クラリティ・コーティング、Light-Level Indicator（ライトレベル インディケーター）、Super Titanium（スーパーチタニウム）、Black Titanium（ブラックチタン）、Sakura pink（サクラピンク）、SAKURA（サクラ）、
HAPPY FLIGHT（ハッピーフライト）、FIT-ADJUSTER（フィットアジャスター）、RING SOLAR（リングソーラー）は、シチズン時計株式会社の登録商標または商標です。

［エコマーク］

W A T C H  C O L L E C T I O N  2 0 2 2 - 2 0 2 3

 ※ランダー（月着陸船）はイメージです

・Facebookは、Meta Platforms, Inc.の登録商標です。

●１年間メーカー保証です。（モデルによって保証年数が異なる場合がございます。）●お買い上げの際には記入事項を確認の上、保証書をお受け取りください。
●価格はメーカー希望小売価格です。●価格および仕様は、予告なく変更する場合があります。最新情報は、ホームページ（https://citizen.jp）にてご確認ください。
●CITIZENはシチズン時計株式会社の登録商標です。

Eco-Drive（エコ・ドライブ）、DURATECT（デュラテクト）、Satellite Wave（サテライト ウエーブ）、Direct Flight（ダイレクトフライト）、Perfex（パーフェックス）、Perfexマルチ3000（パーフェックスマルチ3000）、
クラリティ・コーティング、Light-Level Indicator（ライトレベル インディケーター）、Super Titanium（スーパーチタニウム）、Black Titanium（ブラックチタン）、Sakura pink（サクラピンク）、SAKURA（サクラ）、
FIT-ADJUSTER（フィットアジャスター）、RING SOLAR（リングソーラー）は、シチズン時計株式会社の登録商標または商標です。

ガス硬化技術の「MRK」と、「デュラテ
クトDLC」を組み合わせた技術です。

・色調は、表面処理加工が施されているケースの色調
  を表記しています。

2100年2月28日まで、うるう年などの
月末のカレンダー修正を一切不要に
したカレンダー機能です。

チタニウムに表面硬化技術デュラテ
クトを施し、ステンレスの5倍以上の硬
さを実現。

Light Emitting Diode（発光ダイオード）

2022.10
SOGA22AWA



シチズン独自の光発電技術
「エコ・ドライブ」

使い続けたくなる心地よさ
「スーパーチタニウムTM」

19 7 6 年、シチズンは光だけで動き続ける

世界初のアナログ式光発電腕時計を開発。

すべての歴史は、ここからはじまります。

やがて「エコ・ドライブ」と

名付けられたこの技術は、

わずかな光さえもエネルギーに変換し、

定期的な電池交換なしで６ヶ月以上

動き続けるほどに進化を遂げました。

低消費電力化の幾度とない改善により、

多彩な文字板表現や小型化も可能に。

より多機能で、より小さく、より薄く、

より美しい腕時計として、

シチズンのあらゆるモデルへ展開し、

多くの人々を魅了し続けています。

人が身に着ける腕時計にとって、ふさわしい素材とは何か。

シチズンがたどり着いたひとつの答えが、「スーパーチタニウムTM」です。

「スーパーチタニウムTM」とは、

軟らかく加工しにくいチタニウムに、

シチズン独自の表面硬化技術（デュラテクト）を施した

シチズンにしかつくれない素材。

チタニウム本来の持つ軽さや肌へのやさしさというメリットはそのままに、

ステンレスよりも硬い強さと美しさをまとった「スーパーチタニウムTM」は、

毎日使う腕時計にとって、ふさわしい素材と言えるでしょう。
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2 0 2 2年、ブランド誕生3 5 年目を迎えたアテッサ。2 0 2 2年、ブランド誕生3 5 年目を迎えたアテッサ。
新しい未来に向けて、今後もさらに挑戦を続けていく。新しい未来に向けて、今後もさらに挑戦を続けていく。

アテッサは、シチズンの技 術を象 徴するチタニウムウオッチです。アテッサは、シチズンの技 術を象 徴するチタニウムウオッチです。

「スーパーチタニウム ™ 」は、民間月面探 査プログラム「スーパーチタニウム ™ 」は、民間月面探 査プログラム

「 H A K U T O - R 」に採 用されています。「 H A K U T O - R 」に採 用されています。

強く軽く、洗 練されたデザインの腕時計が、強く軽く、洗 練されたデザインの腕時計が、

未 来に挑戦し続ける人の腕で、確かな時を刻みます。未 来に挑戦し続ける人の腕で、確かな時を刻みます。

Black Titanium™ SeriesBlack Titanium™ Series

様々なシーンになじみ、洗練された佇まい様々なシーンになじみ、洗練された佇まい
と上質なブラックボディが特徴の「ブラッと上質なブラックボディが特徴の「ブラッ
クチタン™シリーズ」。強さ、肌への優しさ、クチタン™シリーズ」。強さ、肌への優しさ、
美しさ、そのすべてを手に入れることがで美しさ、そのすべてを手に入れることがで
きます。きます。

シーンを問わない機能とデザイン、シーンを問わない機能とデザイン、
だから一番選ばれるだから一番選ばれる

アテッサは、2 0 2 1年国内中価格帯市場にアテッサは、2 0 2 1年国内中価格帯市場に
おいて、売上No.1の男性用チタニウム製おいて、売上No.1の男性用チタニウム製
腕時計ブランドです。腕時計ブランドです。

ACT LineACT Line

多様化するビジネススタイルに合わせ、スーツ多様化するビジネススタイルに合わせ、スーツ
スタイルとカジュアルの両方で使える、スタイルとカジュアルの両方で使える、
力強く軽快なデザインの「ACT Line」。力強く軽快なデザインの「ACT Line」。

オフィシャルサイトオフィシャルサイト
ATTESAATTESA

 ※ランダー（月着陸船）はイメージです

※5万円～30万円の男性用チタニウム製腕時計ブランドにおいて※5万円～30万円の男性用チタニウム製腕時計ブランドにおいて
　（スマートウオッチは除く）。　（スマートウオッチは除く）。
　2021年における日本国内小売店での販売数量ベース。　2021年における日本国内小売店での販売数量ベース。
　2022年5～6月 ユーロモニター・インターナショナル調べ　2022年5～6月 ユーロモニター・インターナショナル調べ
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CC3085-51E
¥198,000 

（税抜価格¥180,000）

エコ・ドライブ GPS衛星電波時計 
ダイレクトフライト

Cal. F150

ケース：スーパーチタニウム 
デュラテクトDLC（ブラック色）
厚み：13 .2mm／横幅：43 .5mm
ガラス：サファイアガラス

（クラリティ・コーティング）
防水性能：10気圧防水
耐メタル／耐磁１種／夜光／フィットアジャスター

CC3085-51L
¥181,500 

（税抜価格¥165,000）

エコ・ドライブ GPS衛星電波時計 
ダイレクトフライト

Cal. F150

ケース：スーパーチタニウム 
デュラテクトチタンカーバイト・デュラテクトDLC　

（シルバー色・ブラック色）
厚み：13 .2mm／横幅：43 .5mm
ガラス：サファイアガラス

（クラリティ・コーティング）
防水性能：10気圧防水
耐メタル／耐磁１種／夜光／フィットアジャスター

　　　

— Black Titanium™ Series —— Black Titanium™ Series — — Black Titanium™ Series —

CC4016-67E
¥275,000 

（税抜価格¥250,000）

エコ・ドライブ GPS衛星電波時計 
ダブルダイレクトフライト

Cal. F950

ケース：スーパーチタニウム 
デュラテクトピンク・デュラテクトDLC

（ピンクゴールド色・ブラック色）
厚み：15 .4mm／横幅：44 .3mm
ガラス：デュアル球面サファイアガラス

 （クラリティ・コーティング）
防水性能：10気圧防水
耐ニッケル／耐磁１種／夜光／フィットアジャスター

CC4050-18L
¥231,000 

（税抜価格¥210,000）

エコ・ドライブ GPS衛星電波時計 
ダブルダイレクトフライト

Cal. F950

ケース：スーパーチタニウム 
デュラテクトチタンカーバイト（シルバー色）
厚み：15 .4mm／横幅：44 .6mm
ガラス：デュアル球面サファイアガラス

 （クラリティ・コーティング）
ベゼル：上面サファイアガラスリング
防水性能：10気圧防水
耐磁１種／夜光
ウレタンバンド

NEW 10月発売予定NEW 10月発売予定

CC4055-65E
¥286,000 

（税抜価格¥260,000）

エコ・ドライブ GPS衛星電波時計 
ダブルダイレクトフライト

Cal. F950

ケース：スーパーチタニウム 
デュラテクトDLC（ブラック色）
厚み：15 .4mm／横幅：44 .6mm
ガラス：デュアル球面サファイアガラス

（クラリティ・コーティング）
ベゼル：上面サファイアガラスリング
防水性能：10気圧防水
耐メタル／耐磁１種／夜光
フィットアジャスター

CC3081-52E
¥165,000 

（税抜価格¥150,000）

エコ・ドライブ GPS衛星電波時計 
ダイレクトフライト

Cal. F150

ケース：スーパーチタニウム 
デュラテクトチタンカーバイト（シルバー色）
厚み：13 .2mm／横幅：43 .5mm
ガラス：サファイアガラス

（クラリティ・コーティング）
防水性能：10気圧防水
耐メタル／耐磁１種／夜光／フィットアジャスター

　　　

ATTESA  ACT Line
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AT8185-62E
¥143,000 

（税抜価格¥130,000）

エコ・ドライブ電波時計 
ダイレクトフライト

Cal. H800

ケース：スーパーチタニウム 
デュラテクトDLC（ブラック色）
厚み：10 .8mm／横幅：42 .0mm
ガラス：サファイアガラス（クラリティ・コーティング）
防水性能：10気圧防水
耐メタル／耐磁１種／夜光／フィットアジャスター

AT8186-51L
¥126,500 

（税抜価格¥115,000）

エコ・ドライブ電波時計 
ダイレクトフライト

Cal. H800

ケース：スーパーチタニウム 
デュラテクトチタンカーバイト・デュラテクトDLC

（シルバー色・ブラック色）
厚み：10 .8mm／横幅：42 .0mm
ガラス：サファイアガラス（クラリティ・コーティング）
防水性能：10気圧防水
耐メタル／耐磁１種／夜光／フィットアジャスター

AT8181-63W
¥110,000 

（税抜価格¥100,000）

エコ・ドライブ電波時計 
ダイレクトフライト

Cal. H800

ケース：スーパーチタニウム 
デュラテクトチタンカーバイト（シルバー色）
厚み：10 .8mm／横幅：42 .0mm
ガラス：サファイアガラス（クラリティ・コーティング）
防水性能：10気圧防水
耐メタル／耐磁１種／夜光／フィットアジャスター

CB0215-51E
¥110,000 

（税抜価格¥100,000）

エコ・ドライブ電波時計 
ダイレクトフライト

Cal. H145

ケース：スーパーチタニウム 
デュラテクトDLC（ブラック色）
厚み：10 .1mm／横幅：42 .5mm
ガラス：サファイアガラス（無反射コーティング）
防水性能：10気圧防水
耐ニッケル／耐磁１種／夜光／フィットアジャスター

— Black Titanium™ Series —

— Black Titanium™ Series — — Black Titanium™ Series —

CB3035-72E
¥154,000 

（税抜価格¥140,000）

エコ・ドライブ電波時計 
ダイレクトフライト

Cal. H128

ケース：スーパーチタニウム 
デュラテクトDLC（ブラック色）
厚み：9 .7mm／横幅：39 .5mm
ガラス：サファイアガラス（無反射コーティング）
ベゼル：上面サファイアガラスリング
防水性能：10気圧防水
耐メタル／耐磁１種／夜光／フィットアジャスター

CB3030-76E
¥121,000 

（税抜価格¥110,000）

エコ・ドライブ電波時計 
ダイレクトフライト

Cal. H128

ケース：スーパーチタニウム 
デュラテクトチタンカーバイト（シルバー色）
厚み：9 .7mm／横幅：39 .5mm
ガラス：サファイアガラス（無反射コーティング）
ベゼル：上面サファイアガラスリング
防水性能：10気圧防水
耐メタル／耐磁１種／夜光／フィットアジャスター

NEW 10月発売予定 NEW 10月発売予定

ATTESA  ACT Line
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AT8040-57E
¥110,000 

（税抜価格¥100,000）

エコ・ドライブ電波時計 
ダイレクトフライト

Cal. H804

ケース：スーパーチタニウム 
デュラテクトチタンカーバイト（シルバー色）
厚み：9 .7mm／横幅：41.5mm
ガラス：サファイアガラス

 （クラリティ・コーティング）
防水性能：10気圧防水
耐ニッケル／耐磁１種／夜光／
フィットアジャスター

CB3015-53E
¥99,000 

（税抜価格¥90,000）

エコ・ドライブ電波時計 
ダイレクトフライト

Cal. H128

ケース：スーパーチタニウム 
デュラテクトDLC（ブラック色）
厚み：9 .3mm／横幅：40 .0mm
ガラス：サファイアガラス

（無反射コーティング）
防水性能：10気圧防水
耐ニッケル／耐磁１種／夜光／
フィットアジャスター

CB3010-57L
¥71,500 

（税抜価格¥65,000）

エコ・ドライブ電波時計 
ダイレクトフライト

Cal. H128

ケース：スーパーチタニウム 
デュラテクトチタンカーバイト（シルバー色）
厚み：9 .3mm／横幅：40 .0mm
ガラス：サファイアガラス

（無反射コーティング）
防水性能：10気圧防水
耐ニッケル／耐磁１種／夜光／
フィットアジャスター

CB1120-50L
¥55,000 

（税抜価格¥50,000）

エコ・ドライブ電波時計 
ダイレクトフライト

Cal. H149

ケース：スーパーチタニウム 
デュラテクトチタンカーバイト（シルバー色）
厚み：9 .3mm／横幅：38 .0mm
ガラス：サファイアガラス

（無反射コーティング）
防水性能：10気圧防水
耐ニッケル／耐磁１種／夜光

— Black Titanium™ Series —

CB1120-50C
¥55,000 

（税抜価格¥50,000）

エコ・ドライブ電波時計 
ダイレクトフライト

Cal. H149

ケース：スーパーチタニウム 
デュラテクトチタンカーバイト（シルバー色）
厚み：9 .3mm／横幅：38 .0mm
ガラス：サファイアガラス

（無反射コーティング）
防水性能：10気圧防水
耐ニッケル／耐磁１種／夜光

AT8040-57L
¥110,000 

（税抜価格¥100,000）

エコ・ドライブ電波時計 
ダイレクトフライト

Cal. H804

ケース：スーパーチタニウム 
デュラテクトチタンカーバイト（シルバー色）
厚み：9 .7mm／横幅：41.5mm
ガラス：サファイアガラス

（クラリティ・コーティング）
防水性能：10気圧防水
耐ニッケル／耐磁１種／夜光／
フィットアジャスター

BU0060-68E
¥77,000 

（税抜価格¥70,000）

エコ・ドライブ

Cal. 8730

ケース：スーパーチタニウム 
デュラテクトチタンカーバイト（シルバー色）
厚み：12 .2mm／横幅：42 .0mm
ガラス：サファイアガラス

（無反射コーティング）
防水性能：10気圧防水
耐ニッケル／夜光／フィットアジャスター

BU0060-09H
¥62,700 

（税抜価格¥57,000）

エコ・ドライブ

Cal. 8730

ケース：スーパーチタニウム 
デュラテクトチタンカーバイト（シルバー色）
厚み：12 .2mm／横幅：42 .0mm
ガラス：サファイアガラス

（無反射コーティング）
防水性能：10気圧防水
夜光／カーフ革バンド

ATTESA  ACT Line

ATTESA
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NA1004-87E
¥220,000 

（税抜価格¥200,000）

メカニカル

Cal. 0950

ケース：ステンレス 
一部めっき（グレー色）
厚み：10 .9mm／横幅：40 .8mm
ガラス：サファイアガラス

（両面無反射コーティング）
防水性能：10気圧防水
耐磁２種／夜光

　

NA1005-17L
¥209,000 

（税抜価格¥190,000）

メカニカル

Cal. 0950

ケース：ステンレス 
一部めっき（ブルー色）
厚み：10 .9mm／横幅：40 .8mm
ガラス：サファイアガラス

（両面無反射コーティング）
防水性能：10気圧防水
耐磁２種／夜光
ウレタンバンド

NA1000-88A
¥220,000 

（税抜価格¥200,000）

メカニカル

Cal. 0950

ケース：ステンレス
厚み：10 .9mm／横幅：40 .8mm
ガラス：サファイアガラス

（両面無反射コーティング）
防水性能：10気圧防水
耐磁２種／夜光

※機械式時計の精度は、ムーブメントを静的状態にて測定したものです。機械式時計の特性上、ご使用になる条件（携帯時間、時計の姿勢、腕の動き、ぜんまいの
巻き上げ具合など）によっては日差範囲を超える場合があります。駆動時間は、目安です。（精度はP59の掲載商品機能一覧をご覧ください。）

※こちらのモデルは機械式時計です。（「光発電エコ･ドライブ」ではありません。）

Series 8

シンプ ルかつモダンに。

飾るのではなく削ぎ 落とす。

「引き算の美意識」をデザインテーマに、

シチズンのモノづくりに対する

無限の可能性を伝える

機械式時計ブランドです。

オフィシャルサイト
Series 8
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NA1010-84X
¥198,000 

（税抜価格¥180,000）

メカニカル

Cal. 0950

ケース：ステンレス
厚み：11.7mm／横幅：40 .0mm
ガラス：球面サファイアガラス

（両面無反射コーティング）
防水性能：10気圧防水
耐磁２種／夜光／白蝶貝文字板

NA1015-81Z
¥209,000 

（税抜価格¥190,000）

メカニカル

Cal. 0950

ケース：ステンレス 
めっき（グレー色）
厚み：11.7mm／横幅：40 .0mm
ガラス：球面サファイアガラス

（両面無反射コーティング）
防水性能：10気圧防水
耐磁２種／夜光／白蝶貝文字板

NB6010-81L
¥132,000 

（税抜価格¥120,000）

メカニカル

Cal. 9051

ケース：ステンレス
厚み：10 .1mm／横幅：40 .0mm
ガラス：サファイアガラス

（両面無反射コーティング）
防水性能：10気圧防水
耐磁２種／夜光

NB6010-81A
¥132,000 

（税抜価格¥120,000）

メカニカル

Cal. 9051

ケース：ステンレス
厚み：10 .1mm／横幅：40 .0mm
ガラス：サファイアガラス

（両面無反射コーティング）
防水性能：10気圧防水
耐磁２種／夜光 NB6012-18L

¥132,000 
（税抜価格¥120,000）

メカニカル

Cal. 9051

ケース：ステンレス 
めっき（ウォームゴールド色）
厚み：10 .1mm／横幅：40 .0mm
ガラス：サファイアガラス

（両面無反射コーティング）
防水性能：10気圧防水
耐磁２種／夜光
ウレタン＋カーフ革バンド

※機械式時計の精度は、ムーブメントを静的状態にて測定したものです。機械式時計の特性上、ご使用になる条件（携帯時間、時計の姿勢、腕の動き、ぜんまいの巻き上げ具合など）
によっては日差範囲を超える場合があります。駆動時間は、目安です。（精度はP59の掲載商品機能一覧をご覧ください。）

NB6010-81E
¥132,000 

（税抜価格¥120,000）

メカニカル

Cal. 9051

ケース：ステンレス
厚み：10 .1mm／横幅：40 .0mm
ガラス：サファイアガラス

（両面無反射コーティング）
防水性能：10気圧防水
耐磁２種／夜光

※こちらのモデルは機械式時計です。（「光発電エコ･ドライブ」ではありません。）

※機械式時計の精度は、ムーブメントを静的状態にて測定したものです。機械式時計の特性上、ご使用になる条件（携帯時間、時計の姿勢、腕の動き、ぜんまいの巻き上げ具合など）
によっては日差範囲を超える場合があります。駆動時間は、目安です。（精度はP59の掲載商品機能一覧をご覧ください。）

※こちらのモデルは機械式時計です。（「光発電エコ･ドライブ」ではありません。）

Series 8　830 Mechanical
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Go Beyond

過酷な環 境下にも耐えることができる

信 頼 性と各 専門分 野で要求される機 能性をもつ

プロフェッショナルウオッチです。

オフィシャルサイト
PROMASTER
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PMD56-2952
¥77,000 

（税抜価格¥70,000）

エコ・ドライブ電波時計

Cal. H100

ケース：スーパーチタニウム 
デュラテクトチタンカーバイト・デュラテクトDLC

（シルバー色・ブラック色）
厚み：11.4mm／横幅：39 .0mm
ガラス：球面サファイアガラス（無反射コーティング）
防水性能：20気圧防水
耐ニッケル／耐磁１種／夜光／フィットアジャスター
ねじロックりゅうず

AT6085-50E
¥99,000 

（税抜価格¥90,000）

エコ・ドライブ電波時計

Cal. H100

ケース：スーパーチタニウム 
デュラテクトDLC（ブラック色）
厚み：11.4mm／横幅：39 .0mm
ガラス：球面サファイアガラス（無反射コーティング）
防水性能：20気圧防水
耐ニッケル／耐磁１種／夜光／フィットアジャスター
ねじロックりゅうず

CB5034-91W
¥64,900 

（税抜価格¥59,000）

エコ・ドライブ電波時計 
ダイレクトフライト

Cal. E660

ケース：ステンレス 
一部めっき（グレー色）
厚み：12 .6mm／横幅：44 .6mm
ガラス：サファイアガラス（無反射コーティング）
防水性能：20気圧防水
夜光

AT6080-53L
¥71,500 

（税抜価格¥65,000）

エコ・ドライブ電波時計

Cal. H100

ケース：スーパーチタニウム 
デュラテクトチタンカーバイト（シルバー色）
厚み：11.4mm／横幅：39 .0mm
ガラス：球面サファイアガラス（無反射コーティング）
防水性能：20気圧防水
耐ニッケル／耐磁１種／夜光／フィットアジャスター
ねじロックりゅうず

CB5037-17X
¥64,900 

（税抜価格¥59,000）

エコ・ドライブ電波時計 
ダイレクトフライト

Cal. E660

ケース：ステンレス 
めっき（グレー色）
厚み：12 .6mm／横幅：44 .6mm
ガラス：サファイアガラス（無反射コーティング）
防水性能：20気圧防水
夜光
カーフ革バンド

BN4044-23E
¥72,600 

（税抜価格¥66,000）

エコ・ドライブ
アルティクロン

Cal. J280

ケース：ステンレス 
一部めっき（ジェットブラック色）
厚み：14 .4mm／横幅：46 .0mm
ガラス：クリスタルガラス（無反射コーティング）
防水性能：20気圧防水
夜光
ウレタンバンド
高度計測機能／方位計測機能
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JY8025-59E
¥132,000 

（税抜価格¥120,000）

エコ・ドライブ電波時計

Cal. U680

ケース：スーパーチタニウム 
デュラテクトMRK＋DLC（ブラック色）
厚み：13 .9mm／横幅：43 .7mm
ガラス：サファイアガラス（無反射コーティング）
防水性能：20気圧防水
耐ニッケル／耐磁１種／夜光／航空計算尺
フィットアジャスター

JY8074-11X
¥77,000 

（税抜価格¥70,000）

エコ・ドライブ電波時計

Cal. U680

ケース：ステンレス 
めっき（グレー色・ウォームゴールド色）
厚み：13 .9mm／横幅：45 .4mm
ガラス：サファイアガラス（無反射コーティング）
防水性能：20気圧防水
耐磁１種／夜光／航空計算尺
ナイロンバンド

NEW 11月発売予定 NEW 11月発売予定 NEW 11月発売予定

CB5004-59W
¥74,800 

（税抜価格¥68,000）

エコ・ドライブ電波時計 
ダイレクトフライト

Cal. E660

ケース：ステンレス
一部めっき（グリーン色）
厚み：13 .7mm／横幅：45 .9mm
ガラス：サファイアガラス（無反射コーティング）
防水性能：20気圧防水
夜光／航空計算尺

CB5009-55E
¥80,300 

（税抜価格¥73,000）

エコ・ドライブ電波時計 
ダイレクトフライト

Cal. E660

ケース：ステンレス 
めっき（グレー色･ワインレッド色）
厚み：13 .7mm／横幅：45 .9mm
ガラス：サファイアガラス（無反射コーティング）
防水性能：20気圧防水
夜光／航空計算尺

CB5006-02L
¥69,300 

（税抜価格¥63,000）

エコ・ドライブ電波時計 
ダイレクトフライト

Cal. E660

ケース：ステンレス 
めっき（ジェットブラック色・ブルー色）
厚み：13 .7mm／横幅：45 .9mm
ガラス：サファイアガラス（無反射コーティング）
防水性能：20気圧防水
夜光／航空計算尺
ウレタンバンド

AT8195-85L
¥143,000 

（税抜価格¥130,000）

エコ・ドライブ電波時計 
ダイレクトフライト

Cal. H804

ケース：スーパーチタニウム 
デュラテクトMRK＋DLC（ブラック色）
厚み：12 .1mm／横幅：44 .3mm
ガラス：サファイアガラス（無反射コーティング）
防水性能：20気圧防水
耐ニッケル／耐磁１種／夜光／航空計算尺
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AS7145-69L
¥126,500 

（税抜価格¥115,000）

エコ・ドライブ電波時計
ダイバー200m

Cal. H112

ケース：スーパーチタニウム 
デュラテクトDLC・デュラテクトMRK     　  　 

（ブラック色・シルバー色）
厚み：14 .1mm／横幅：43 .5mm
ガラス：サファイアガラス
防水性能：200m潜水用防水　
耐磁１種／夜光／逆回転防止ベゼル
ねじロックりゅうず／ねじロックボタン（2時側）
ラチェット付ダブルホールディングバックル

BN0227-09L
¥60,500 

（税抜価格¥55,000）

エコ・ドライブ
ダイバー200ｍ

Cal. E168

ケース：スーパーチタニウム 
デュラテクトDLC・デュラテクトMRK＋DLC

（ブラック色）
厚み：14 .3mm／横幅：45 .8mm
ガラス：クリスタルガラス
防水性能：200m潜水用防水　
耐磁１種／夜光
ウレタンバンド／延長バンド付
逆回転防止ベゼル／ねじロックりゅうず

NB6004-08E
¥132,000 

（税抜価格¥120,000）

メカニカル
ダイバー200ｍ

Cal. 9051

ケース：スーパーチタニウム 
デュラテクトチタンカーバイト・デュラテクトDLC・　　　　
　デュラテクトMRK

（シルバー色・ブラック色）
厚み：15 .3mm／横幅：46 .0mm
ガラス：デュアル球面サファイアガラス（無反射コーティング）
防水性能：200m潜水用防水　
耐磁２種／夜光
ウレタンバンド／延長バンド付
逆回転防止ベゼル／ねじロックりゅうず

BN0157-11X
¥38,500 

（税抜価格¥35,000）

エコ・ドライブ
ダイバー200ｍ

Cal. E168

ケース：ステンレス 
めっき（グレー色）
厚み：11.5mm／横幅：44 .0mm
ガラス：クリスタルガラス
防水性能：200m潜水用防水　
耐磁１種／夜光
ウレタンバンド
逆回転防止ベゼル／ねじロックりゅうず

     

BN0156-05E
¥40,700 

（税抜価格¥37,000）

エコ・ドライブ
ダイバー200ｍ

Cal. E168

ケース：ステンレス
厚み：11.5mm／横幅：44 .0mm
ガラス：クリスタルガラス

（無反射コーティング）
防水性能：200m潜水用防水　
耐磁１種／夜光
ウレタンバンド
逆回転防止ベゼル／ねじロックりゅうず

     

BN0190-15E
¥39,600 

（税抜価格¥36,000）

エコ・ドライブ
ダイバー200ｍ　

Cal. E168

ケース：ステンレス
厚み：12 .0mm／横幅：44 .5mm
ガラス：クリスタルガラス
防水性能：200m潜水用防水　
耐磁１種／夜光
ウレタンバンド
逆回転防止ベゼル／ねじロックりゅうず

※NB6004-08E、NY0125-83Eは機械式時計です。（「光発電エコ･ドライブ」ではありません。）
※機械式時計の精度は、ムーブメントを静的状態にて測定したものです。機械式時計の特性上、ご使用になる条件（携帯時間、時計の姿勢、腕の動き、ぜんまいの巻き上げ具合など）

によっては日差範囲を超える場合があります。駆動時間は、目安です。（精度はP59の掲載商品機能一覧をご覧ください。）

NY0125-83E
¥49,500 

（税抜価格¥45,000）

メカニカル
ダイバー200ｍ

Cal. 8204

ケース：ステンレス 
一部めっき（イエローゴールド色）
厚み：13 .7mm／横幅：41.0mm
ガラス：デュアル球面クリスタルガラス
防水性能：200m潜水用防水　
耐磁１種／夜光
逆回転防止ベゼル／ねじロックりゅうず
ラチェット付ダブルホールディングバックル



＊Bluetooth®は、Bluetooth SIG, Inc. の登録商標です。
＊AppleおよびAppleロゴは米国その他の国で登録されたApple Inc. の商標です。App StoreはApple Inc.のサービスマークです。
＊Google PlayおよびGoogle Playロゴは、Google LLC の商標です。
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BZ1055-52E
¥74,800 

（税抜価格¥68,000）

Eco-Drive W770

Cal. W770

ケース：ステンレス 
めっき（ジェットブラック色）
厚み：13 .8mm／横幅：44 .0mm
ガラス：サファイアガラス（無反射コーティング）
防水性能：10気圧防水
夜光
携帯端末接続機能（Bluetooth®）

BZ1050-56L
¥70,400 

（税抜価格¥64,000）

Eco-Drive W770

Cal. W770

ケース：ステンレス
厚み：13 .8mm／横幅：44 .0mm
ガラス：サファイアガラス（無反射コーティング）
防水性能：10気圧防水
夜光
携帯端末接続機能（Bluetooth®）

BZ1056-09L
¥66,000 

（税抜価格¥60,000）

Eco-Drive W770

Cal. W770

ケース：ステンレス 
めっき（ウォームゴールド色・グレー色）
厚み：13 .8mm／横幅：44 .0mm
ガラス：サファイアガラス

（無反射コーティング）
防水性能：10気圧防水
夜光
カーフ革バンド
携帯端末接続機能（Bluetooth®）

BZ1054-04E
¥63,800

（税抜価格¥58,000）

Eco-Drive W770

Cal. W770

ケース：ステンレス 
一部めっき（グレー色）
厚み：13 .8mm／横幅：44 .0mm
ガラス：サファイアガラス

（無反射コーティング）
防水性能：10気圧防水
夜光
カーフ革バンド
携帯端末接続機能（Bluetooth®）

Eco-Drive W770

Cal. W770

ケース：ステンレス
厚み：13 .8mm／横幅：44 .0mm
ガラス：サファイアガラス（無反射コーティング）
防水性能：10気圧防水
夜光
携帯端末接続機能（Bluetooth®）

BZ1050-56W
¥70,400 

（税抜価格¥64,000）

CITIZEN Smart Watch

Eco-Drive W770

オフィシャルサイト
CITIZEN Smart Watch

シチズン時計 公式アプリ「CITIZEN Eco-Drive W770」

公式アプリ「CITIZEN Eco-Drive W770」をインストールすることで、腕
時計がスマートフォンと連動。自動時刻修正や着信通知、各種アプリからの
通知を、腕時計で確認することができます。IoTプラットフォームRiiiverに
対応しており、時計操作に iiidea（機能）を割り当て、簡単操作１つでお気に
入りのiiideaを使うことができるようになります。また腕時計と対応する各
種IoTデバイスとの連携も可能。
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未 来に
寄り添うものとして。

腕時計に命を吹き込む専任の時計組立マイスター。
長野県飯田市にある「南信州高級時計工房」。すべての The CITIZENはこの工房から生まれます。
組み立て作業にたずさわることができるのは、日本のものづくりへの貢献が社会的にも認められた

「時計組立マイスター」のみ。The CITIZENの組み立てには、専任の時計組立マイスターによる卓越
した技術が必要です。指先の感覚を研ぎ澄まし、五感のすべてを使って命を吹き込む。一つひとつに
シチズンのクラフトマンシップが宿っています。

「ザ・シチズン」を長くご愛用いただくために。
Citizen Owner's Club

人 生に 永く寄り添う

パートナーであるために。

理 想 の 精 度 、品質に 挑 み つ づける。

その 結 実 がここに。

シチズン が 磨いてきた 技 術を結 集して。

1 年 3 6 5 日をわず か 5 秒 以内の

誤 差 で 刻み つ づけることを約 束 する

T h e  C I T I Z E N  

年 差± 5 秒「 光 発 電 エコ・ドライブ 」。

オーナー様専用のオーナーズサイトよりご登録いただけます。ご登録後、下記
のサービスが、それぞれのモデルで受けられます。（日本国内のみ有効）
お客様とより良き関係を築いていくために、万全のサポート体制をご用意して
います。
※ 「シチズン オーナーズクラブ」へのご登録は、購入時に発行された保証書の期間中に行いくだ

さい。期限を過ぎて登録された場合は、特典や限定サービスの対象外となります。

※ 保証は時計の内装部品に限ります。バンドやケースなどの外装部品、小キズや汚れなどは除
きます。日本国内のみ有効。

※シチズン オーナーズクラブにご登録がない場合は、1年保証となりますのでご注意ください。

保証期間を過ぎたあともお客様に長く安心してご使用いただけるよう体制を整えています。

お買い求めいただき、「シチズン オーナーズクラブ」にご登録いただくと、
保証期間以内に生じた自然故障に対しては、無償修理いたします。

お買い求めいただき、「シチズン オーナーズクラブ」にご登録いただくと、最長
10 年間無償点検を実施いたします。実施時期につきましては、お客様登録情報
をもとに「シチズン オーナーズクラブ」より、ご案内いたします。

お客様登録

最長 1 0 年間
無償保証

無償点検

AQ4091-56M
¥440,000 

（税抜価格¥400,000）

高精度エコ・ドライブ

Cal. A060

ケース：スーパーチタニウム 
デュラテクトプラチナ（ライトシルバー色）
厚み：12 .2mm／横幅：40 .0mm
ガラス：デュアル球面サファイアガラス

（クラリティ・コーティング）
防水性能：10気圧防水
耐ニッケル／耐磁１種／夜光
藍染和紙文字板（土佐典具帖紙＋阿波藍）

オフィシャルサイト
The CITIZEN



AQ4024-53Y
¥385,000 

（税抜価格¥350,000）

高精度エコ・ドライブ

Cal. A060

ケース：スーパーチタニウム 
デュラテクトプラチナ・デュラテクトゴールド 　

（ライトシルバー色・イエローゴールド色）
厚み：10 .6mm／横幅：37 .5mm
ガラス：サファイアガラス

（クラリティ・コーティング）
防水性能：10気圧防水
耐磁１種／和紙文字板（土佐清張紙）

AQ4020-54Y
¥385,000 

（税抜価格¥350,000）

高精度エコ・ドライブ

Cal. A060

ケース：スーパーチタニウム 
デュラテクトプラチナ（ライトシルバー色）
厚み：10 .6mm／横幅：37 .5mm
ガラス：サファイアガラス

（クラリティ・コーティング）
防水性能：10気圧防水
耐ニッケル／耐磁１種
和紙文字板（土佐清張紙）

AQ4091-56E
¥429,000 

（税抜価格¥390,000）

高精度エコ・ドライブ

Cal. A060

ケース：スーパーチタニウム 
デュラテクトプラチナ（ライトシルバー色）
厚み：12 .2mm／横幅：40 .0mm
ガラス：デュアル球面サファイアガラス

（クラリティ・コーティング）
防水性能：10気圧防水
耐ニッケル／耐磁１種／夜光
和紙文字板（土佐典具帖紙）

AQ4091-56A
¥429,000 

（税抜価格¥390,000）

高精度エコ・ドライブ

Cal. A060

ケース：スーパーチタニウム 
デュラテクトプラチナ（ライトシルバー色）
厚み：12 .2mm／横幅：40 .0mm
ガラス：デュアル球面サファイアガラス

（クラリティ・コーティング）
防水性能：10気圧防水
耐ニッケル／耐磁１種／夜光
和紙文字板（土佐典具帖紙）

AQ1040-53E
¥407,000 

（税抜価格¥370,000）

高精度エコ・ドライブ

Cal. A010

ケース：スーパーチタニウム 
デュラテクトα（ライトシルバー色）
厚み：10 .7mm／横幅：40 .0mm
ガラス：サファイアガラス

（クラリティ・コーティング）
防水性能：10気圧防水
耐メタル／耐磁１種／夜光
ねじロックりゅうず

AQ4100-57L
¥385,000 

（税抜価格¥350,000）

高精度エコ・ドライブ

Cal. A060

ケース：スーパーチタニウム 
デュラテクトプラチナ（ライトシルバー色）
厚み：12 .2mm／横幅：38 .3mm
ガラス：デュアル球面サファイアガラス

（クラリティ・コーティング）
防水性能：10気圧防水
耐ニッケル／耐磁１種

AQ4100-57A
¥385,000 

（税抜価格¥350,000）

高精度エコ・ドライブ

Cal. A060

ケース：スーパーチタニウム 
デュラテクトプラチナ（ライトシルバー色）
厚み：12 .2mm／横幅：38 .3mm
ガラス：デュアル球面サファイアガラス

（クラリティ・コーティング）
防水性能：10気圧防水
耐ニッケル／耐磁１種
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AQ1054-59E
¥418,000 

（税抜価格¥380,000）

高精度エコ・ドライブ

Cal. A010

ケース：ステンレス 
デュラテクトDLC（ブラック色）
厚み：11.6mm／横幅：39 .0mm
ガラス：デュアル球面サファイアガラス

（クラリティ・コーティング）
防水性能：10気圧防水
耐磁１種／夜光

AQ1050-50L
¥385,000 

（税抜価格¥350,000）

高精度エコ・ドライブ

Cal. A010

ケース：ステンレス 
デュラテクトプラチナ（ライトシルバー色）
厚み：11.6mm／横幅：39 .0mm
ガラス：デュアル球面サファイアガラス

（クラリティ・コーティング）
防水性能：10気圧防水
耐磁１種／夜光

AQ1050-50F
¥396,000 

（税抜価格¥360,000）

高精度エコ・ドライブ

Cal. A010

ケース：ステンレス 
デュラテクトプラチナ（ライトシルバー色）
厚み：11.8mm／横幅：39 .0mm
ガラス：デュアル球面サファイアガラス

 （クラリティ・コーティング）
防水性能：10気圧防水
耐磁１種／夜光

AQ4080-52L
¥308,000 

（税抜価格¥280,000）

高精度エコ・ドライブ

Cal. A060

ケース：ステンレス 
デュラテクトプラチナ（ライトシルバー色）
厚み：10 .2mm／横幅：37 .2mm
ガラス：サファイアガラス

（クラリティ・コーティング）
防水性能：10気圧防水
耐磁１種

AQ4080-52A
¥308,000 

（税抜価格¥280,000）

高精度エコ・ドライブ

Cal. A060

ケース：ステンレス 
デュラテクトプラチナ（ライトシルバー色）
厚み：10 .2mm／横幅：37 .2mm
ガラス：サファイアガラス

（クラリティ・コーティング）
防水性能：10気圧防水
耐磁１種

AQ4060-50E
¥330,000 

（税抜価格¥300,000）

高精度エコ・ドライブ

Cal. A060

ケース：ステンレス 
デュラテクトプラチナ（ライトシルバー色）
厚み：10 .1mm／横幅：40 .0mm
ガラス：サファイアガラス

（クラリティ・コーティング）
防水性能：10気圧防水
耐磁１種

AQ4060-50A
¥330,000 

（税抜価格¥300,000）

高精度エコ・ドライブ

Cal. A060

ケース：ステンレス 
デュラテクトプラチナ（ライトシルバー色）
厚み：10 .1mm／横幅：40 .0mm
ガラス：サファイアガラス

（クラリティ・コーティング）
防水性能：10気圧防水
耐磁１種
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AQ5012-14A
¥352,000 

（税抜価格¥320,000）

エコ・ドライブ

Cal. 8845

ケース：ステンレス 
デュラテクトピンク（ピンクゴールド色）
厚み：4 .5mm／横幅：36 .6mm
ガラス：サファイアガラス（クラリティ・コーティング）
防水性能：日常生活用防水
和紙文字板（土佐典具帖紙）
ワニ革バンド

AQ5010-01E
¥330,000 

（税抜価格¥300,000）

エコ・ドライブ

Cal. 8845

ケース：ステンレス 
デュラテクトプラチナ（ライトシルバー色）
厚み：4 .5mm／横幅：36 .6mm
ガラス：サファイアガラス（クラリティ・コーティング）
防水性能：日常生活用防水
ワニ革バンド

オフィシャルサイトオフィシャルサイト
Eco-Drive OneEco-Drive One

30 Eco-Drive One

じっくりとただ 静 かに、じっくりとただ 静 かに、

自分 だけの時間を 愉しむ 大 人 たち へ 。自分 だけの時間を 愉しむ 大 人 たち へ 。

驚きの 薄さ、1㎜ ムーブ メントが もたらす驚きの 薄さ、1㎜ ムーブ メントが もたらす

何 物にも代 えが たい 心 地よさをその 腕に。何 物にも代 えが たい 心 地よさをその 腕に。

至 福 の 着 け 心 地 は 大 切 な至 福 の 着 け 心 地 は 大 切 な
時 間 の た め に時 間 の た め に
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AR5054-51E
¥473,000 

（税抜価格¥430,000）

エコ・ドライブ

Cal. 8826

ケース：ステンレス 
デュラテクトDLC（ブラック色） 
 ベゼル：ピンク・サーメット
厚み：2 .98mm※1／横幅：39 .0mm
ガラス：サファイアガラス（クラリティ・コーティング）
防水性能：日常生活用防水

AR5050-51L
¥440,000 

（税抜価格¥400,000）

エコ・ドライブ

Cal. 8826

ケース：ステンレス 
デュラテクトα（ライトシルバー色） 
 ベゼル：シルバー・サーメット
厚み：2 .98mm※1／横幅：39 .0mm
ガラス：サファイアガラス（クラリティ・コーティング）
防水性能：日常生活用防水

AR5064-57E
¥495,000 

（税抜価格¥450,000）

エコ・ドライブ

Cal. 8826

ケース：ステンレス 
デュラテクトDLC（ブラック色）
厚み：3 .88mm／横幅：38 .0mm
ガラス：サファイアガラス（クラリティ・コーティング）
防水性能：5気圧防水

AR5060-58E
¥440,000 

（税抜価格¥400,000）

エコ・ドライブ

Cal. 8826

ケース：ステンレス 
デュラテクトプラチナ（ライトシルバー色）
厚み：3 .88mm／横幅：38 .0mm
ガラス：サファイアガラス（クラリティ・コーティング）
防水性能：5気圧防水

サーメット
Ceramics（セラミックス）とMetal（金属）からの造語。金属の炭化物や窒化物など硬質化合物の粉末を金属の結合剤と混合させて焼結した複合材料の呼称です。
セラミックスの特性である耐熱性や耐摩耗性、金属の特性である靱性を兼ね備えています。一般的なセラミックスよりも金属光沢を持った色調表現が可能です。

※1 この値は設計値です。実際の商品は公差の関係で、設計値より最大0.22mm厚くなる可能性があります。

AR5074-53E
¥440,000 

（税抜価格¥400,000）

エコ・ドライブ

Cal. 8826

ケース：ステンレス 
デュラテクトDLC（ブラック色） 
 ベゼル：セラミック
厚み：3 .48mm／横幅：39 .0mm
ガラス：サファイアガラス（クラリティ・コーティング）
防水性能：日常生活用防水

AR5075-69E
¥407,000 

（税抜価格¥370,000）

エコ・ドライブ

Cal. 8826

ケース：ステンレス 
デュラテクトプラチナ（ライトシルバー色） 
 ベゼル：セラミック
厚み：3 .48mm／横幅：39 .0mm
ガラス：サファイアガラス（クラリティ・コーティング）
防水性能：日常生活用防水

極 小 部品で 構 成され る 1極 小 部品で 構 成され る 1 .. 0 0 m m のムーブ メント。0 0 m m のムーブ メント。
新 たに 再 構 築した 数 多くの部品は、高い 技 能を持 つ「 組 立マイスター」の手に引き継 が れます。新 たに 再 構 築した 数 多くの部品は、高い 技 能を持 つ「 組 立マイスター」の手に引き継 が れます。
経 験 豊 富なマイスターでさえ、未 知の領 域にある新 たな 組み 方を採 用しながら、極 限の薄さの中、経 験 豊 富なマイスターでさえ、未 知の領 域にある新 たな 組み 方を採 用しながら、極 限の薄さの中、
世 界 最 薄世 界 最 薄 ※2※2 のムーブ メントを 構 築していく……のムーブ メントを 構 築していく……
わず か 1わず か 1 .. 0 0 m m の 空間には、組 立マイスターの 指 先の 感 覚 でしか 成し 得ない、熟 練 の技 術と技 能 が 息 づいています。0 0 m m の 空間には、組 立マイスターの 指 先の 感 覚 でしか 成し 得ない、熟 練 の技 術と技 能 が 息 づいています。

1 . 0 0 m m の 空 間 に 、熟 練 の 技 術 と 技 能 を 注 い で 。1 . 0 0 m m の 空 間 に 、熟 練 の 技 術 と 技 能 を 注 い で 。

※2 アナログ式光発電ムーブメントとして。2022年9月現在、当社調べ。※2 アナログ式光発電ムーブメントとして。2022年9月現在、当社調べ。

Eco-Drive One
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AT9134-68W
¥220,000 

（税抜価格¥200,000）

エコ・ドライブ電波時計 
ダブルダイレクトフライト

Cal. H820

ケース：スーパーチタニウム 
デュラテクトプラチナ・デュラテクトピンク

（ライトシルバー色・ピンクゴールド色）
厚み：11.9mm／横幅：41.0mm
ガラス：デュアル球面サファイアガラス

（クラリティ・コーティング）
防水性能：10気圧防水
耐ニッケル／耐磁１種
一部白蝶貝文字板

EE1014-61W
¥220,000 

（税抜価格¥200,000）

エコ・ドライブ電波時計 
ダイレクトフライト

Cal. H296

ケース：スーパーチタニウム 
デュラテクトプラチナ・デュラテクトピンク

（ライトシルバー色・ピンクゴールド色）
厚み：8 .8mm／横幅：29 .2mm
ガラス：デュアル球面サファイアガラス

（クラリティ・コーティング）
防水性能：5気圧防水
耐ニッケル／耐磁１種
白蝶貝文字板／白蝶貝彫刻
絵表示（サンアンドムーン）

AT9130-69W
¥209,000 

（税抜価格¥190,000）

エコ・ドライブ電波時計 
ダブルダイレクトフライト

Cal. H820

ケース：スーパーチタニウム 
デュラテクトプラチナ（ライトシルバー色）
厚み：11.9mm／横幅：41.0mm
ガラス：デュアル球面サファイアガラス

（クラリティ・コーティング）
防水性能：10気圧防水
耐ニッケル／耐磁１種
一部白蝶貝文字板

EE1010-62W
¥209,000 

（税抜価格¥190,000）

エコ・ドライブ電波時計 
ダイレクトフライト

Cal. H296

ケース：スーパーチタニウム 
デュラテクトプラチナ（ライトシルバー色）
厚み：8 .8mm／横幅：29 .2mm
ガラス：デュアル球面サファイアガラス

（クラリティ・コーティング）
防水性能：5気圧防水
耐ニッケル／耐磁１種
白蝶貝文字板／白蝶貝彫刻
絵表示（サンアンドムーン）

※サンアンドムーンとは文字板上の絵表示車（太陽と月マーク表示）によって、
昼夜を表示します。

EXCEED

NEW 9月発売 NEW 9月発売 NEW 9月発売 NEW 9月発売

確 か な品質と洗 練され たデ ザ インによって  

唯 一の 価 値を 生 み出 す。

シチズン  エクシードは、 

まさに「 本 物 」を求 める大 人に ふさわしい時 計 。

エクシードとの出 会 いは、 

きっと人 生を 彩 る新 たな 輝きになる。

オフィシャルサイト
EXCEED



36 37EXCEED

AS7150-51L
¥143,000 

（税抜価格¥130,000）

エコ・ドライブ電波時計

Cal. H113

ケース：スーパーチタニウム 
デュラテクトプラチナ（ライトシルバー色）
厚み：6 .9mm／横幅：38 .0mm
ガラス：サファイアガラス

（クラリティ・コーティング）
防水性能：日常生活用防水
耐ニッケル／耐磁１種

AR4000-63E
¥88,000 

（税抜価格¥80,000）

エコ・ドライブ

Cal. G530

ケース：スーパーチタニウム 
デュラテクトプラチナ（ライトシルバー色）
厚み：6 .0mm／横幅：37 .5mm
ガラス：サファイアガラス

（無反射コーティング）
防水性能：日常生活用防水
耐ニッケル

CC3054-55B
¥231,000 

（税抜価格¥210,000）

エコ・ドライブ GPS衛星電波時計 
ダイレクトフライト

Cal. F150

ケース：スーパーチタニウム 
デュラテクトプラチナ・デュラテクトピンク

（ライトシルバー色・ピンクゴールド色）
厚み：14 .7mm／横幅：43 .3mm
ガラス：デュアル球面サファイアガラス

（クラリティ・コーティング）
防水性能：5気圧防水
耐ニッケル／耐磁１種／夜光

CB1080-52B
¥132,000 

（税抜価格¥120,000）

エコ・ドライブ電波時計 
ダイレクトフライト

Cal. H149

ケース：スーパーチタニウム 
デュラテクトプラチナ（ライトシルバー色）
厚み：9 .9mm／横幅：38 .0mm
ガラス：球面サファイアガラス

（クラリティ・コーティング）
防水性能：5気圧防水
耐ニッケル／耐磁１種

CB1080-52L
¥132,000 

（税抜価格¥120,000）

エコ・ドライブ電波時計 
ダイレクトフライト

Cal. H149

ケース：スーパーチタニウム 
デュラテクトプラチナ（ライトシルバー色）
厚み：9 .9mm／横幅：38 .0mm
ガラス：球面サファイアガラス

（クラリティ・コーティング）
防水性能：5気圧防水
耐ニッケル／耐磁１種

EC1120-59B
¥132,000 

（税抜価格¥120,000）

エコ・ドライブ電波時計 
ダイレクトフライト

Cal. H240／H246

ケース：スーパーチタニウム 
デュラテクトプラチナ（ライトシルバー色）
厚み：8 .1mm／横幅：29 .2mm
ガラス：球面サファイアガラス

（クラリティ・コーティング）
防水性能：5気圧防水
耐ニッケル／耐磁１種

EC1120-59L
¥132,000 

（税抜価格¥120,000）

エコ・ドライブ電波時計 
ダイレクトフライト

Cal. H246

ケース：スーパーチタニウム 
デュラテクトプラチナ（ライトシルバー色）
厚み：8 .1mm／横幅：29 .2mm
ガラス：球面サファイアガラス

（クラリティ・コーティング）
防水性能：5気圧防水
耐ニッケル／耐磁１種

CB1114-52A
¥110,000 

（税抜価格¥100,000）

エコ・ドライブ電波時計 
ダイレクトフライト

Cal. H149

ケース：スーパーチタニウム 
デュラテクトプラチナ・デュラテクトピンク

（ライトシルバー色・ピンクゴールド色）
厚み：8 .5mm／横幅：38 .0mm
ガラス：サファイアガラス
 　　　（クラリティ・コーティング）
防水性能：5気圧防水
耐ニッケル／耐磁１種

ES9374-53A
¥110,000 

（税抜価格¥100,000）

エコ・ドライブ電波時計 
ダイレクトフライト

Cal. H060

ケース：スーパーチタニウム 
デュラテクトプラチナ・デュラテクトピンク

（ライトシルバー色・ピンクゴールド色）
厚み：7 .7mm／横幅：26 .6mm
ガラス：サファイアガラス
　　　（クラリティ・コーティング）
防水性能：5気圧防水
耐ニッケル／耐磁１種

CB1110-61E
¥110,000 

（税抜価格¥100,000）

エコ・ドライブ電波時計 
ダイレクトフライト

Cal. H149

ケース：スーパーチタニウム 
デュラテクトプラチナ

（ライトシルバー色）
厚み：8 .5mm／横幅：38 .0mm
ガラス：サファイアガラス
 　　　（クラリティ・コーティング）
防水性能：5気圧防水
耐ニッケル／耐磁１種

AR4004-71D
¥99,000 

（税抜価格¥90,000）

エコ・ドライブ

Cal. G530

ケース：スーパーチタニウム 
デュラテクトプラチナ・デュラテクトピンク

（ライトシルバー色・ピンクゴールド色）
厚み：6 .0mm／横幅：37 .5mm
ガラス：サファイアガラス

（無反射コーティング）
防水性能：日常生活用防水
耐ニッケル／白蝶貝文字板

EXCEED



38 39xC

未来に続く広い大地をコンセプトに
明るく照らす太陽と月をモチーフ
にした「d a i c h i c o l l e c t i o n」。

xC

上品で 洗 練されたデザインと優れた機 能性、

確かな品質で正 確な時を刻み続けるクロスシー。

すべての女性に、

自分らしく前を向いて歩いていってほしい。

クロスシーを身に着けることで勇気がわき、

前向きになれる。

そんな“エンパワーブランド”をめざし、

これからもすべての女性を応 援しつづけます。

透明感あふれるカラーと
やわらかなフォルムが印象的な

「m i z u c o l l e c t i o n」。

m i z u c o l l e c t i o n

d a i c h i c o l l e c t i o n

h i k a r i  c o l l e c t i o n

女性の輝きとしなやかさを
表現した上品でフェミニンな

「h i k a r i  c o l l e c t i o n」。

※3～10万円の女性用腕時計ブランドにおいて。 2021年における日本国内小売店での販売数量ベース。  　
　2022年5月～6月 ユーロモニター・インターナショナル調べ。

一番売れている。選ばれている。
シチズン クロスシーは日本で売上No.1の女性用腕時計ブランドです。

オフィシャルサイト
xC



41xC  daichi collection40

ES9465-50W
¥99,000 

（税抜価格¥90,000）

エコ・ドライブ電波時計 
ハッピーフライト

Cal. H060

ケース：スーパーチタニウム 
デュラテクトプラチナ・デュラテクトサクラピンク　

（ライトシルバー色・サクラ色）
厚み：8 .2mm／横幅：29 .0mm
ガラス：球面サファイアガラス（無反射コーティング）
防水性能：5気圧防水
耐ニッケル／耐磁１種／夜光
ダイヤ入りゅうず（ラボグロウン･ダイヤモンド）

ES9464-52A
¥86,900 

（税抜価格¥79,000）

エコ・ドライブ電波時計 
ハッピーフライト

Cal. H060

ケース：スーパーチタニウム 
デュラテクトサクラピンク（サクラ色）
厚み：8 .2mm／横幅：29 .0mm
ガラス：球面サファイアガラス

（無反射コーティング）
防水性能：5気圧防水
耐ニッケル／耐磁１種／夜光

EE1005-54W
¥91,300 

（税抜価格¥83,000）

エコ・ドライブ電波時計 
ハッピーフライト

Cal. H296

ケース：スーパーチタニウム 
デュラテクトプラチナ・デュラテクトサクラピンク

（ライトシルバー色・サクラ色）
厚み：8 .8mm／横幅：29 .0mm
ガラス：球面サファイアガラス

（無反射コーティング）
防水性能：5気圧防水
耐ニッケル／耐磁１種／夜光
絵表示（サンアンドムーン）

EE1006-60W
¥143,000 

（税抜価格¥130,000）

エコ・ドライブ電波時計 
ハッピーフライト

Cal. H296

ケース：スーパーチタニウム 
デュラテクトサクラピンク（サクラ色）
厚み：9 .4mm／横幅：29 .0mm
ガラス：球面サファイアガラス（無反射コーティング）
防水性能：5気圧防水
耐ニッケル／耐磁１種／夜光
文字板：4ポイントダイヤ入（ラボグロウン・ダイヤモンド）

1ポイントシトリン入
ガラス：1ポイントダイヤ入（ラボグロウン・ダイヤモンド）
絵表示（サンアンドムーン）
ブレスレット付

EE1007-67W
¥121,000 

（税抜価格¥110,000）

エコ・ドライブ電波時計 
ハッピーフライト

Cal. H296

ケース：スーパーチタニウム 
デュラテクトプラチナ・デュラテクトサクラピンク

（ライトシルバー色・サクラ色）
厚み：9 .4mm／横幅：29 .0mm
ガラス：球面サファイアガラス（無反射コーティング）
防水性能：5気圧防水
耐ニッケル／耐磁１種／夜光／白蝶貝文字板
文字板：2ポイントダイヤ入（ラボグロウン・ダイヤモンド）
ガラス：1ポイントダイヤ入（ラボグロウン・ダイヤモンド）
絵表示（サンアンドムーン）

EE1004-57A
¥91,300 

（税抜価格¥83,000）

エコ・ドライブ電波時計 
ハッピーフライト

Cal. H296

ケース：スーパーチタニウム 
デュラテクトサクラピンク（サクラ色）
厚み：8 .8mm／横幅：29 .0mm
ガラス：球面サファイアガラス

（無反射コーティング）
防水性能：5気圧防水
耐ニッケル／耐磁１種／夜光
絵表示（サンアンドムーン）

NEW 11月発売予定
NEW 10月発売予定限定モデル 1,200本　限定BOX付

天然ダイヤモンドと同じ硬さ・輝き
を持つ、地球ではなく100％ラボ
から生まれた、環境、安全、労働基
準に最大限の考慮をして作られた
エシカルなダイヤモンドです。

サファイアガラスの中心で一粒の
ラボグロウン・ダイヤモンドが凛
と咲くフローレットダイヤモデル。
どんな時も、この小さな花(フロー
レット)が自信となり、自分らしく
輝き続けられるよう願いを込めた
デザインです。

ラボグロウン・ダイヤモンド
（Lab-grown Diamond）フローレットダイヤモデル

※サンアンドムーンとは文字板上の絵表示車（太陽と月マーク表示）によって、
昼夜を表示します。

xC  mizu collection

NEW 10月発売予定

ES9466-65W
¥132,000 

（税抜価格¥120,000）

エコ・ドライブ電波時計 
ハッピーフライト

Cal. H060

ケース：スーパーチタニウム 
デュラテクトプラチナ・デュラテクトサクラピンク

（ライトシルバー色・サクラ色）
厚み：9 .1mm／横幅：29 .0mm
ガラス：球面サファイアガラス（無反射コーティング）
防水性能：5気圧防水
耐ニッケル／耐磁１種／夜光／白蝶貝文字板
文字板：4ポイントダイヤ入（ラボグロウン・ダイヤモンド）
ガラス：1ポイントダイヤ入（ラボグロウン・ダイヤモンド）

フローレットダイヤモデル フローレットダイヤモデル フローレットダイヤモデル



43xC  basic collection42

ES9444-50A
¥85,800 

（税抜価格¥78,000）

エコ・ドライブ電波時計 
ハッピーフライト

Cal. H060

ケース：スーパーチタニウム 
デュラテクトサクラピンク（サクラ色）
厚み：7 .2mm／横幅：27 .0mm
ガラス：サファイアガラス（無反射コーティング）
防水性能：5気圧防水
耐ニッケル／耐磁１種／夜光

ES9445-57W
¥85,800 

（税抜価格¥78,000）

エコ・ドライブ電波時計 
ハッピーフライト

Cal. H060

ケース：スーパーチタニウム 
デュラテクトプラチナ・デュラテクトサクラピンク

（ライトシルバー色・サクラ色）
厚み：7 .2mm／横幅：27 .0mm
ガラス：サファイアガラス（無反射コーティング）
防水性能：5気圧防水
耐ニッケル／耐磁１種／夜光

EC1164-53W
¥85,800 

（税抜価格¥78,000）

エコ・ドライブ電波時計 
ハッピーフライト

Cal. H246

ケース：スーパーチタニウム 
デュラテクトサクラピンク（サクラ色）
厚み：8 .5mm／横幅：28 .0mm
ガラス：球面サファイアガラス（無反射コーティング）
防水性能：5気圧防水
耐ニッケル／耐磁１種／夜光

EC1160-62L
¥115,500 

（税抜価格¥105,000）

エコ・ドライブ電波時計 
ハッピーフライト

Cal. H246

ケース：スーパーチタニウム 
デュラテクトプラチナ（ライトシルバー色）
厚み：8 .5mm／横幅：28 .0mm
ガラス：球面サファイアガラス（無反射コーティング）
防水性能：5気圧防水
耐ニッケル／耐磁１種／夜光
文字板：5ポイントダイヤ入（ラボグロウン・ダイヤモンド）

ES9445-73W
¥121,000 

（税抜価格¥110,000）

エコ・ドライブ電波時計 
ハッピーフライト

Cal. H060

ケース：スーパーチタニウム 
デュラテクトプラチナ・デュラテクトサクラピンク

（ライトシルバー色・サクラ色）
厚み：8 .9mm／横幅：27 .0mm
ガラス：球面サファイアガラス（無反射コーティング）
防水性能：5気圧防水
耐ニッケル／耐磁１種／夜光／白蝶貝文字板
文字板：2ポイントダイヤ入（ラボグロウン・ダイヤモンド）
ガラス：1ポイントダイヤ入（ラボグロウン・ダイヤモンド）

AT8240-74L
¥115,500 

（税抜価格¥105,000）

エコ・ドライブ電波時計 
ダイレクトフライト

Cal. H800

ケース：スーパーチタニウム 
デュラテクトプラチナ（ライトシルバー色）
厚み：9 .7mm／横幅：41.5mm
ガラス：サファイアガラス（クラリティ・コーティング）
防水性能：10気圧防水
耐ニッケル／耐磁１種／夜光
フィットアジャスター

アテッサとクロスシーの

ブランド横断企画

「DEAR Collection 2022」。

今年のテーマは「Silent Snow」。

二人の過ごす街に舞う、

静かで美しい雪をイメージしました。

上品な彩りが、二人の穏やかな時間に

輝きを添えます。

xC  hikari collection

NEW 10月発売予定
NEW 11月発売予定NEW 11月発売予定
世界限定 2,000本世界限定 2,000本

フローレットダイヤモデル

ATTESA
DEAR Collection

xC
DEAR Collection

DERA Collection ロゴ & ロゴカラーについて

コアとなるDEAR Collection のロゴです。
カラーは黒、白を使用します。

C 0  M 0  Y 0  K 100 
R 0  G 0  B 0 
DIC 582

C 0  M 0  Y 0  K 0
R 255  G 255  B 255 
DIC 583



44 45xC  basic collection

ES9435-51A
¥55,000 

（税抜価格¥50,000）

エコ・ドライブ電波時計 
ハッピーフライト

Cal. H060

ケース：ステンレス 
めっき（サクラ色）
厚み：7 .2mm／横幅：25 .0mm
ガラス：サファイアガラス（無反射コーティング）
防水性能：10気圧防水
耐磁１種／夜光

ES9434-53X
¥55,000 

（税抜価格¥50,000）

エコ・ドライブ電波時計 
ハッピーフライト

Cal. H060

ケース：ステンレス 
デュラテクトプラチナ（一部めっき）

（ライトシルバー色・ピンクゴールド色）
厚み：7 .2mm／横幅：25 .0mm
ガラス：サファイアガラス（無反射コーティング）
防水性能：10気圧防水
耐磁１種／夜光

ES9434-53W
¥55,000 

（税抜価格¥50,000）

エコ・ドライブ電波時計 
ハッピーフライト

Cal. H060

ケース：ステンレス 
デュラテクトプラチナ（一部めっき）

（ライトシルバー色・ピンクゴールド色）
厚み：7 .2mm／横幅：25 .0mm
ガラス：サファイアガラス（無反射コーティング）
防水性能：10気圧防水
耐磁１種／夜光

CB1020-62H
¥66,000 

（税抜価格¥60,000）

エコ・ドライブ電波時計 
ハッピーフライト

Cal. H149

ケース：ステンレス 
デュラテクトプラチナ（ライトシルバー色）
厚み：9 .0mm／横幅：38 .0mm
ガラス：サファイアガラス（無反射コーティング）
防水性能：10気圧防水
耐磁１種／夜光

EC1010-65H
¥66,000 

（税抜価格¥60,000）

エコ・ドライブ電波時計 
ハッピーフライト

Cal. H246

ケース：ステンレス 
デュラテクトプラチナ（ライトシルバー色）
厚み：7 .6mm／横幅：29 .0mm
ガラス：サファイアガラス（無反射コーティング）
防水性能：5気圧防水
耐磁１種／夜光
文字板：1ポイントダイヤ入　　　　　　　　

（ラボグロウン・ダイヤモンド）

ES9365-54W
¥64,900 

（税抜価格¥59,000）

エコ・ドライブ電波時計 
ハッピーフライト

Cal. H060

ケース：ステンレス 
めっき（サクラ色）
厚み：7 .2mm／横幅：24 .9mm
ガラス：サファイアガラス（無反射コーティング）
防水性能：5気圧防水
耐磁１種／夜光

EC1034-59W
¥63,800 

（税抜価格¥58,000）

エコ・ドライブ電波時計 
ハッピーフライト

Cal. H240／H246

ケース：ステンレス 
デュラテクトプラチナ（一部めっき）　　 　

（ライトシルバー色・ピンクゴールド色）
厚み：7 .4mm／横幅：27 .8mm
ガラス：サファイアガラス（無反射コーティング）
防水性能：5気圧防水
耐磁１種／夜光

xC  basic collection

NEW 11月発売予定 NEW 11月発売予定
世界限定 1,800本 世界限定 1,800本



46 47EXCEED  Ladies

ES9474-67W
¥165,000 

（税抜価格¥150,000）

エコ・ドライブ電波時計 
ハッピーフライト

Cal. H060

ケース：スーパーチタニウム 
デュラテクトプラチナ・デュラテクトサクラピンク

（ライトシルバー色・サクラ色）
厚み：7 .9mm／横幅：24 .8mm
ガラス：球面サファイアガラス

（クラリティ・コーティング）
防水性能：5気圧防水
耐ニッケル／耐磁１種／夜光／
白蝶貝文字板／白蝶貝彫刻
文字板：9ポイントダイヤ入

ES9484-55W
¥165,000 

（税抜価格¥150,000）

エコ・ドライブ電波時計 
ハッピーフライト

Cal. H060

ケース：スーパーチタニウム 
デュラテクトプラチナ・デュラテクトサクラピンク

（ライトシルバー色・サクラ色）
厚み：8 .2mm／横幅：24 .7mm
ガラス：球面サファイアガラス

（クラリティ・コーティング）
防水性能：5気圧防水
耐ニッケル／耐磁１種／
白蝶貝文字板／白蝶貝彫刻
文字板：8ポイントダイヤ入

EXCEED  Ladies

オフィシャルサイト
EXCEED



48 49EXCEED  Ladies

ES9472-54W
¥121,000 

（税抜価格¥110,000）

エコ・ドライブ電波時計 
ハッピーフライト

Cal. H060

ケース：スーパーチタニウム 
デュラテクトサクラピンク（サクラ色）
厚み：7 .9mm／横幅：24 .8mm
ガラス：球面サファイアガラス

（クラリティ・コーティング）
防水性能：5気圧防水
耐ニッケル／耐磁１種／夜光／
白蝶貝文字板

ES9474-59W
¥121,000 

（税抜価格¥110,000）

エコ・ドライブ電波時計 
ハッピーフライト

Cal. H060

ケース：スーパーチタニウム 
デュラテクトプラチナ・デュラテクトピンク

（ライトシルバー色・ピンクゴールド色）
厚み：7 .9mm／横幅：24 .8mm
ガラス：球面サファイアガラス

（クラリティ・コーティング）
防水性能：5気圧防水
耐ニッケル／耐磁１種／夜光／
白蝶貝文字板

ES9470-50A
¥110,000 

（税抜価格¥100,000）

エコ・ドライブ電波時計 
ハッピーフライト

Cal. H060

ケース：スーパーチタニウム 
デュラテクトプラチナ（ライトシルバー色）
厚み：7 .9mm／横幅：24 .8mm
ガラス：球面サファイアガラス

（クラリティ・コーティング）
防水性能：5気圧防水
耐ニッケル／耐磁１種／夜光

ES9344-54W
¥132,000 

（税抜価格¥120,000）

エコ・ドライブ電波時計 
ハッピーフライト

Cal. H060

ケース：スーパーチタニウム 
デュラテクトサクラピンク（サクラ色）
厚み：7 .9mm／横幅：26 .2mm
ガラス：球面サファイアガラス

（クラリティ・コーティング）
防水性能：5気圧防水
耐ニッケル／耐磁１種／夜光／
白蝶貝文字板

ES9482-51W
¥121,000 

（税抜価格¥110,000）

エコ・ドライブ電波時計 
ハッピーフライト

Cal. H060

ケース：スーパーチタニウム 
デュラテクトサクラピンク（サクラ色）
厚み：8 .2mm／横幅：24 .7mm
ガラス：球面サファイアガラス

（クラリティ・コーティング）
防水性能：5気圧防水
耐ニッケル／耐磁１種／
白蝶貝文字板

ES9480-56W
¥110,000 

（税抜価格¥100,000）

エコ・ドライブ電波時計 
ハッピーフライト

Cal. H060

ケース：スーパーチタニウム 
デュラテクトプラチナ（ライトシルバー色）
厚み：8 .2mm／横幅：24 .7mm
ガラス：球面サファイアガラス

（クラリティ・コーティング）
防水性能：5気圧防水
耐ニッケル／耐磁１種／
白蝶貝文字板

ES9342-50W
¥132,000 

（税抜価格¥120,000）

エコ・ドライブ電波時計 
ハッピーフライト

Cal. H060

ケース：スーパーチタニウム 
デュラテクトプラチナ・デュラテクトサクラピンク     

（ライトシルバー色・サクラ色）
厚み：7 .9mm／横幅：26 .2mm
ガラス：球面サファイアガラス

（クラリティ・コーティング）
防水性能：5気圧防水
耐ニッケル／耐磁１種／夜光／
白蝶貝文字板

EXCEED  Ladies



ブランド誕 生から1 0 周年を迎えた  
地 球のように美しいサステナブルウオッチ、 
シチズン  エル。  

神 秘に 満ちて 美しい 地 球 が

未 来にもそうあり続けられ るように。

素 材は 持 続 可 能に、つくりか たは 環 境に やさしく。

ふ れ た瞬間目覚 めるのは、内なる美しさ。

ど ん な時間も、装いも、あなたらしい 輝きになるように。

シチズン エルはこれ からも、

地 球 環 境に 配 慮したもの づくりをお 約 束します。
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NEW 9月発売
限定モデル 500本

EW5521-81D
¥110,000 

（税抜価格¥100,000）

エコ・ドライブ
Arcly Collection

Cal. B036

ケース：ステンレス
厚み：8 .3mm／横幅：32 .5mm
ガラス：球面サファイアガラス
防水性能：5気圧防水
白蝶貝文字板
文字板：2ポイントダイヤ入
ガラス：2ポイントダイヤ入
ケース：1ポイントダイヤ入

EW5529-55W
¥110,000 

（税抜価格¥100,000）

エコ・ドライブ
Arcly Collection

Cal. B036

ケース：ステンレス
厚み：8 .3mm／横幅：32 .5mm
ガラス：球面サファイアガラス
防水性能：5気圧防水
白蝶貝文字板
文字板：2ポイントダイヤ入
ガラス：2ポイントダイヤ入
ケース：1ポイントダイヤ入

EW5522-46E
¥110,000 

（税抜価格¥100,000）

エコ・ドライブ
Arcly Collection

Cal. B036

ケース：ステンレス 
めっき（ウォームゴールド色）
厚み：8 .3mm／横幅：32 .5mm
ガラス：球面サファイアガラス
防水性能：5気圧防水
文字板：2ポイントダイヤ入
ガラス：2ポイントダイヤ入
ケース：1ポイントダイヤ入
その他布バンド

CITIZEN L

地 球のように美しい
サステナブ ルウオッチ、
シチズン  エル。

神 秘に 満ちて 美しい 地 球 が

未 来にもそうあり続けられ るように、

地 球 環 境 や 人に 配 慮した

サステナブ ル なもの づくりをしています。

オフィシャルサイト
CITIZEN L
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EW5590-62A
¥35,200 

（税抜価格¥32,000）

エコ・ドライブ
Square Collection

Cal. B035

ケース：ステンレス
厚み：7 .5mm／横幅：21.5mm
ガラス：カーブカットサファイアガラス
防水性能：5気圧防水
替えバンド合成皮革（ECOPET®）付

EW5593-64D
¥38,500 

（税抜価格¥35,000）

エコ・ドライブ
Square Collection

Cal. B035

ケース：ステンレス 
めっき（ウォームゴールド色）
厚み：7 .5mm／横幅：21.5mm
ガラス：カーブカットサファイアガラス
防水性能：5気圧防水
白蝶貝文字板
替えバンド合成皮革（ECOPET®）付

EW5597-63L
¥38,500 

（税抜価格¥35,000）

エコ・ドライブ
Square Collection

Cal. B035

ケース：ステンレス 
めっき（グレー色）
厚み：7 .5mm／横幅：21.5mm
ガラス：カーブカットサファイアガラス
防水性能：5気圧防水
替えバンド合成皮革（ECOPET®）付

替えバンド
イメージ

替えバンド
イメージ

替えバンド
イメージ

EW5557-17N
¥33,000 

（税抜価格¥30,000）

エコ・ドライブ
Square Collection

Cal. B035

ケース：ステンレス
厚み：7 .5mm／横幅：21.5mm
ガラス：カーブカットサファイアガラス
防水性能：5気圧防水
白蝶貝文字板
サテン風合成皮革バンド

EW5559-89D
¥38,500 

（税抜価格¥35,000）

エコ・ドライブ
Square Collection

Cal. B035

ケース：ステンレス 
一部めっき（ウォームゴールド色）
厚み：7 .5mm／横幅：21.5mm
ガラス：カーブカットサファイアガラス
防水性能：5気圧防水
白蝶貝文字板

EM1003-48X
¥39,600 

（税抜価格¥36,000）

エコ・ドライブ
Ambiluna Collection

Cal. E031

ケース：ステンレス 
めっき（ウォームゴールド色）
厚み：7 .1mm／横幅：34 .0mm
ガラス：サファイアガラス
防水性能：5気圧防水
ニット（一部ECOPET®）バンド
文字板：1ポイントダイヤ入（ラボグロウン・ダイヤモンド）
替えメッシュバンド（ステンレス）付

替えバンド
イメージ

CITIZEN L

※エコペット／ ECOPET® は帝人フロンティア株式会社の登録商標です
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CB5874-90E
¥55,000 

（税抜価格¥50,000）

エコ・ドライブ電波時計 
ダイレクトフライト

Cal. E660

ケース：ステンレス 
一部めっき（ジェットブラック色）
厚み：12 .0mm／横幅：43 .0mm
ガラス：サファイアガラス

（無反射コーティング）
防水性能：10気圧防水
夜光

CB5870-91L
¥55,000 

（税抜価格¥50,000）

エコ・ドライブ電波時計 
ダイレクトフライト

Cal. E660

ケース：ステンレス 
厚み：12 .0mm／横幅：43 .0mm
ガラス：サファイアガラス

（無反射コーティング）
防水性能：10気圧防水
夜光

BL5495-72E
¥49,500 

（税抜価格¥45,000）

エコ・ドライブ

Cal. E820

ケース：ステンレス 
めっき（グレー色・ブラウン色）
厚み：11.1mm／横幅：39 .5mm
ガラス：球面クリスタルガラス
防水性能：10気圧防水
夜光

BL5496-96L
¥44,000 

（税抜価格¥40,000）

エコ・ドライブ

Cal. E820

ケース：ステンレス 
一部めっき（ジェットブラック色）
厚み：11.1mm／横幅：39 .5mm
ガラス：球面クリスタルガラス
防水性能：10気圧防水
夜光

AT2390-58E
¥29,700 

（税抜価格¥27,000）

エコ・ドライブ

Cal. H500

ケース：ステンレス
厚み：11.2mm／横幅：39 .8mm
ガラス：球面クリスタルガラス
防水性能：10気圧防水
夜光

AT2390-58L
¥29,700 

（税抜価格¥27,000）

エコ・ドライブ

Cal. H500

ケース：ステンレス
厚み：11.2mm／横幅：39 .8mm
ガラス：球面クリスタルガラス
防水性能：10気圧防水
夜光

AT2500-19A
¥25,300 

（税抜価格¥23,000）

エコ・ドライブ

Cal. H500

ケース：ステンレス
厚み：11.0mm／横幅：40 .6mm
ガラス：クリスタルガラス
防水性能：10気圧防水
夜光
ナイロンバンド

AT2500-19W
¥25,300 

（税抜価格¥23,000）

エコ・ドライブ

Cal. H500

ケース：ステンレス
厚み：11.0mm／横幅：40 .6mm
ガラス：クリスタルガラス
防水性能：10気圧防水
夜光
ナイロンバンド

BU4033-18L
¥30,800 

（税抜価格¥28,000）

エコ・ドライブ

Cal. 8725

ケース：ステンレス 
めっき（ピンクゴールド色）
厚み：11.2mm／横幅：41.0mm
ガラス：クリスタルガラス
防水性能：10気圧防水
カーフ革バンド

BL5495-56E
¥49,500 

（税抜価格¥45,000）

エコ・ドライブ

Cal. E820

ケース：ステンレス 
めっき（ジェットブラック色）
厚み：11.1mm／横幅：39 .5mm
ガラス：球面クリスタルガラス
防水性能：10気圧防水
夜光

CITIZEN COLLECTION

NEW NEW

オフィシャルサイト
CITIZEN COLLECTION
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BJ6484-50A
¥30,800 

（税抜価格¥28,000）

エコ・ドライブ

Cal. E031

ケース：ステンレス 
一部めっき（ピンクゴールド色）
厚み：7 .1mm／横幅：37 .2mm
ガラス：サファイアガラス
防水性能：5気圧防水
シンプルアジャスト

EM0404-51A
¥30,800 

（税抜価格¥28,000）

エコ・ドライブ

Cal. E031

ケース：ステンレス 
一部めっき（ピンクゴールド色）
厚み：7 .1mm／横幅：27 .7mm
ガラス：サファイアガラス
防水性能：5気圧防水
シンプルアジャスト

AS1060-54E
¥38,500 

（税抜価格¥35,000）

エコ・ドライブ電波時計

Cal. H415

ケース：ステンレス
厚み：8 .4mm／横幅：37 .2mm
ガラス：サファイアガラス
防水性能：5気圧防水

ES0000-79E
¥38,500 

（税抜価格¥35,000）

エコ・ドライブ電波時計

Cal. H0F0／H0F6

ケース：ステンレス 
厚み：7 .4mm／横幅：28 .0mm
ガラス：サファイアガラス
防水性能：5気圧防水 BJ6543-10A

¥16,500 
（税抜価格¥15,000）

エコ・ドライブ

Cal. E031

ケース：ステンレス 
めっき（イエローゴールド色）
厚み：8 .8mm／横幅：38 .0mm
ガラス：クリスタルガラス
防水性能：10気圧防水
カーフ革バンド

EM0932-10A
¥16,500 

（税抜価格¥15,000）

エコ・ドライブ

Cal. E031

ケース：ステンレス 
めっき（イエローゴールド色）
厚み：7 .5mm／横幅：27 .0mm
ガラス：クリスタルガラス
防水性能：5気圧防水
カーフ革バンド

BJ6486-20E
¥27,500 

（税抜価格¥25,000）

エコ・ドライブ

Cal. E031

ケース：ステンレス 
めっき（グレー色）
厚み：7 .1mm／横幅：37 .2mm
ガラス：サファイアガラス
防水性能：5気圧防水
カーフ革バンド

EM0406-12E
¥27,500 

（税抜価格¥25,000）

エコ・ドライブ

Cal. E031

ケース：ステンレス 
めっき（グレー色）
厚み：7 .1mm／横幅：27 .7mm
ガラス：サファイアガラス
防水性能：5気圧防水
カーフ革バンド

BJ6541-58L
¥18,700 

（税抜価格¥17,000）

エコ・ドライブ

Cal. E031

ケース：ステンレス
厚み：8 .8mm／横幅：38 .0mm
ガラス：クリスタルガラス
防水性能：10気圧防水
夜光

BJ6541-58P
¥18,700 

（税抜価格¥17,000）

エコ・ドライブ

Cal. E031

ケース：ステンレス
厚み：8 .8mm／横幅：38 .0mm
ガラス：クリスタルガラス
防水性能：10気圧防水
夜光

EM0930-58L
¥18,700 

（税抜価格¥17,000）

エコ・ドライブ

Cal. E031

ケース：ステンレス
厚み：7 .5mm／横幅：27 .0mm
ガラス：クリスタルガラス
防水性能：5気圧防水
夜光

EM0930-58P
¥18,700 

（税抜価格¥17,000）

エコ・ドライブ

Cal. E031

ケース：ステンレス
厚み：7 .5mm／横幅：27 .0mm
ガラス：クリスタルガラス
防水性能：5気圧防水
夜光

CITIZEN COLLECTION

NEW 11月発売予定 NEW 11月発売予定
限定モデル 1,000本 限定モデル 1,000本
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掲載商品機能一覧　各商品のCal.（キャリバーナンバー）からご確認ください。

A010 ±5秒／年 ○ 1.5年 ○ ○ ○ ○ ○

A060 ±5秒／年 ○ 1.5年 ○ ○ ○ ○ ○

B035 ±15秒／月 ○ 7ヶ月

B036 ±15秒／月 ○ 7ヶ月

E031 ±15秒／月 ○ 6ヶ月

E168 ±15秒／月 ○ 6ヶ月 ○

E660 ±15秒／月（非受信時） ○ 3年 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

E820 ±15秒／月 ○ 2年 ○ ○ ○ ○

F150 ±5秒／月（非受信時） ○ 7年 ○ ○ ○ ○ ○ ○

F950 ±5秒／月（非受信時） ○ 5年 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

G530 ±10秒／年 ○ 5ヶ月

H0F0 ±15秒／月（非受信時） ○ 2 .5年 ○ ○ ○ ○ ○ ○

H0F6 ±15秒／月（非受信時） ○ 2 .5年 ○ ○ ○ ○ ○ ○

H060 ±15秒／月（非受信時） ○ 3年 ○ ○ ○ ○ ○ ○

H100 ±15秒／月（非受信時） ○ 12ヶ月 ○ ○ ○ ○ ○

H112 ±15秒／月（非受信時） ○ 2 .5年 ○ ○ ○ ○ ○

H113 ±15秒／月（非受信時） ○ 2年 ○ ○ ○ ○ ○

H128 ±15秒／月（非受信時） ○ 2年 ○ ○ ○ ○ ○ ○

H145 ±15秒／月（非受信時） ○ 2年 ○ ○ ○ ○ ○ ○

H149 ±15秒／月（非受信時） ○ 2年 ○ ○ ○ ○ ○ ○

H240 ±15秒／月（非受信時） ○ 3年 ○ ○ ○ ○ ○ ○

H246 ±15秒／月（非受信時） ○ 3年 ○ ○ ○ ○ ○ ○

H296 ±15秒／月（非受信時） ○ 4年 ○ ○ ○ ○ ○

H415 ±15秒／月（非受信時） ○ 2年 ○ ○ ○

H500 ±15秒／月 ○ 5ヶ月 ○

H800 ±15秒／月（非受信時） ○ 10ヶ月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

H804 ±15秒／月（非受信時） ○ 10ヶ月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

H820 ±15秒／月（非受信時） ○ 8 ヶ月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

J280 ±15秒／月 ○ 11ヶ月 ○ ○

U680 ±15秒／月（非受信時） ○ 3 .5年 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

W770 ±15秒／月 ○ 4年 ○ ○ ○ ○ ○ ○

0950 － 5 ～＋ 10 秒／日 ○ 約50

8204 － 20 ～＋ 40 秒／日 ○ 約40

8725 ±15秒／月 ○ 6ヶ月

8730 ±15秒／月 ○ 6ヶ月

8826 ±15秒／月 ○ 12ヶ月

8845 ±15秒／月 ○ 7ヶ月

9011 －10～＋20秒／日 ○ 約42

9051 －10～＋20秒／日 ○ 約42

9184 －10～＋20秒／日 ○ 約40
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NB1050-59E
¥77,000 

（税抜価格¥70,000）

メカニカル

Cal. 9011

ケース：ステンレス 
デュラテクトプラチナ（ライトシルバー色）
厚み：10 .5mm／横幅：38 .0mm
ガラス：サファイアガラス

（無反射コーティング）
防水性能：10気圧防水
夜光
シースルーバック

NB1050-59L
¥77,000 

（税抜価格¥70,000）

メカニカル

Cal. 9011

ケース：ステンレス 
デュラテクトプラチナ（ライトシルバー色）
厚み：10 .5mm／横幅：38 .0mm
ガラス：サファイアガラス

（無反射コーティング）
防水性能：10気圧防水
夜光
シースルーバック

NB3020-08A
¥143,000 

（税抜価格¥130,000）

メカニカル

Cal. 9184

ケース：ステンレス 
デュラテクトプラチナ（ライトシルバー色）
厚み：14 .1mm／横幅：40 .5mm
ガラス：デュアル球面サファイアガラス
　　　（無反射コーティング）
防水性能：10気圧防水
銀箔漆文字板
コードバン革バンド
シースルーバック

NB1060-04A
¥137,500 

（税抜価格¥125,000）

メカニカル

Cal. 9011

ケース：ステンレス 
デュラテクトプラチナ（ライトシルバー色）
厚み：12 .0mm／横幅：38 .2mm
ガラス：デュアル球面サファイアガラス

（無反射コーティング）
防水性能：10気圧防水
銀箔漆文字板
コードバン革バンド
シースルーバック

※機械式時計の精度は、ムーブメントを静的状態にて測定したものです。機械式時計の特性上、ご使用になる条件（携帯時間、時計の姿勢、腕の動き、ぜんまいの巻き上げ具合など）
によっては日差範囲を超える場合があります。駆動時間は、目安です。（精度はP59の掲載商品機能一覧をご覧ください。）

※こちらのモデルは機械式時計です。（「光発電エコ･ドライブ」ではありません。）

操作ガイドはこちらから

CITIZEN COLLECTION

操作ガイド



60 61Functional & Technology description

「ダイレクトフライト」に、さらにデュ

アルタイム機能をプラスした「ダブ

ルダイレクトフライト」。２つの都市

時刻を直感的な操作で、それぞれ単

独で設定できます。メインタイムと

ローカルタイムに設定した２つの都

市時刻を同時に表示し、1 ステップで

入れ替えることもできるダイレクト

チェンジも可能です。

JIS１種耐磁・衝撃検知機能・針自動

補正機能の3つの機能を一体化させ、

より正確な時刻表示を実現した技術。

電波時計のより正確な時刻表示を実

現した技術「パーフェックス」に加

え、シチズン独自の世界マルチ電波

受信システムを搭載して受信感度を

大幅に向上しました。

機 能 ･ 技 術 説 明

ダブルダイレクトフライト

パーフェックス

パーフェックスマルチ
3000

エコ・ドライブ

光発電

エコ・ドライブ電波時計

GPS衛星電波受信

日中米欧電波受信

ダイレクトフライト

文字板に当たる光を測定し、発電量

を７段階で表示。今いる場所での発

電量がひと目でわかります。

暗闇で光発電が停止すると、針の動き

を停止、節電モードに切り替わります。

ライトレベル
 インディケーター

パワーセーブ

2100年2月28日まで、うるう年など

の月末のカレンダー修正を一切不要

にしたカレンダー機能です。

パーぺチュアルカレンダー

肌に触れる部分にすべての金属アレ

ルギーを起こしにくい素材を使用

したり、表面処理が施されているウ

オッチです。

デュラテクトチタンカーバイトに貴

金属のプラチナを使用したコーティ

ング技術です。硬さだけでなく、明

るく透き通るような色調が特長で、

間接照明の空間や暗がりの場所でひ

ときわ美しく腕時計を輝かせます。

耐メタルアレルギー
ウオッチ

デュラテクトプラチナ

肌に触れる部分を、ニッケルアレル

ギーが生じないよう配慮した素材及

び表面処理で構成したウオッチです。

ISO 規格準拠

貴金属のゴールドを使用したコーティ

ング技術です。非常に柔らかい貴金

属であるゴールドを使用しながら、IP

技術で高硬度をつくりだしました。

DLCとは一般的にも使用される技術

で、Diamond-Like Carbonの略。すり

キズに強いだけでなく、触り心地が

非常に滑らかなのが特長です。精悍

なブラックをベースに、細部に至る

まで上品で艶やかな輝きを実現して

います。

付属の長さ調整工具を使う事で、

バンドの駒を外すことも、つなぐこと

も簡単にできる構造になっています。

デュラテクトMRKは、通常のコー

ティングとは異なり、素材自体の表

面を硬くする技術を使用しているた

め、打ちキズなどから時計を守るこ

とが可能。過酷な環境で使用される

スポーツウオッチなどに多く採用さ

れています。

耐ニッケルアレルギー
ウオッチ

ISO

デュラテクトサクラピンク/
デュラテクトピンク/

デュラテクトゴールド

デュラテクトDLC

シンプルアジャスト

デュラテクトMRK

直流磁界 4,800A/mに耐えられる水

準です。（日常生活において、磁界を

発生する機器に時計を５cmまで近づ

けてもほとんどの場合、性能を維持

できる水準です。）

直流磁界 16,000A/m に耐えられる

水準です。（日常生活において、磁

界を発生する機器に耐磁時計を１cm

まで近づけてもほとんどの場合に性

能を維持できる水準です。）

シチズン独自の技術により、チタニ

ウムに表面硬化技術デュラテクトを

施し、ステンレスの５倍以上の硬さ

を実現。キズに強く、軽く、肌にも

優しいので、快適な着け心地で使用

できます。

耐磁1種

耐磁2種

スーパーチタニウム™

時計の文字板の上にあるガラス製の

覆い（風防）の加工技術の一つです。

ガラス製の風防は、光の反射を抑え

透過率を高めないと文字板が見やす

くなりません。シチズンでは、サファ

イアガラスの表裏面にシリコーン化

合物を多層構造でコーティングし、

さらに、両面無反射コーティングの

表面に撥水膜を付加することで、光

の透過率を約 99%* にまで高めた「ク

ラリティ・コーティング」を実現し

ました。

* 透過率の誤差の範囲 (許容差 )は約 1%です。

「デュラテクト」の中でもっとも早く

商品化された歴史ある技術で、チタ

ニウムの色調を生かしたグレー色が

特長です。

時計のケースやバンドに特殊な加工

処理をすることで、日常使用による

すりキズや小キズから、時計本来の

輝きや仕上げの美しさを保護するた

め、シチズンが独自に開発した表面

硬化技術の総称です。

シチズンの最高峰技術。2000Hv 以

上の圧倒的な硬さでキズから守りま

す。高硬度と耐メタルアレルギー性

を確保しながら、貴金属のような美

しい輝きを実現しました。

クラリティ・コーティング

デュラテクトチタン
カーバイト

デュラテクト

デュラテクトα

素材自体の表面を硬くするデュラテ

クトMRKを施した上から、デュラテ

クトDLCをコーティングする技術で

す。硬質化した素材表面に硬質被膜

が重なることで、さらなる耐傷性を

実現しました。打ちキズに強いため、

ハードな環境で使用する時計に向い

ています。

デュラテクトMRK＋DLC

シチズンが独自に開発した「光を電

気エネルギーに変換し駆動させる技

術」を搭載した時計です。定期的な

電池交換不要の「エコ・ドライブ」

モデルは、時計として初めて「エコ

マーク商品」に認定されました。

「エコ・ドライブ」商品です。光を電

気エネルギーに変換し時計を駆動させ

る技術です。続けて表示される年・月

は、十分に充電された後、光を当てな

くても動き続ける時間の目安を表しま

す。（パワーセーブ機構のあるモデル

はパワーセーブ作動時の持続時間）

原子時計をもとに送信される標準電

波を受信し、時刻・カレンダーを自

動修正します。

宇宙空間を周回するGPS衛星から位

置・時刻情報を取得し、時刻・カレ

ンダーを自動修正します。

日本、中国、北米、欧州の各局の標準

電波を受信する機能です。

ディスク式または指針によって都市

を選択すると時差に対応して時刻・

カレンダーをすばやく切り替え表示

をする機能です。

Functional & Technology description


