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BN0177-05E
¥110,000 +税

BN7020-09E
¥260,000 +税

BN0176-08E
¥100,000 +税

エコ・ドライブ
プロフェッショナルダイバー 300m

BN0176-08E
ケース：ステンレス
デュラテクトDLC［ベゼル部］（ブラック色）
厚み：16.7mm／横幅：48.0mm
ガラス：クリスタルガラス（無反射コーティング）
防水性能：300m飽和潜水用防水
耐磁１種／夜光
ウレタンバンド

Cal. E168
エコ・ドライブ／
月差±15秒／光発電：6ヶ月

エコ・ドライブ
プロフェッショナルダイバー 1000m

BN7020-09E     
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・デュラテクトMRK＋DLC
（シルバー色・ブラック色）
厚み：22.2mm／横幅：52.5mm
ガラス：サファイアガラス（無反射コーティング）
防水性能：1000m飽和潜水用防水
耐磁１種／夜光
ウレタンバンド（延長バンド付）

Cal. J210
エコ・ドライブ／
月差±15秒／光発電：1.5年

エコ・ドライブ
プロフェッショナルダイバー 300m

BN0177-05E
ケース：ステンレス
デュラテクトDLC（ブラック色）
厚み：16.7mm／横幅：48.0mm
ガラス：クリスタルガラス（無反射コーティング）
防水性能：300m飽和潜水用防水
耐磁１種／夜光
ウレタンバンド

Cal. E168
エコ・ドライブ／
月差±15秒／光発電：6ヶ月

AS7141-60E
¥100,000 +税

AS7145-69L
¥115,000 +税

エコ・ドライブ電波時計
ダイバー 200m

AS7145-69L
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

Cal. H112
国内電波受信／パーフェックス／
月差±15秒（非受信時）／
光発電：2.5年（パワーセーブ作動時）／
パーペチュアルカレンダー

エコ・ドライブ電波時計
ダイバー 200m

AS7141-60E
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MRK（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

Cal. H112
国内電波受信／パーフェックス／
月差±15秒（非受信時）／
光発電：2.5年（パワーセーブ作動時）／
パーペチュアルカレンダー
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BN2031-85E
¥70,000 +税

BN2036-14E
¥68,000 +税

エコ・ドライブ
アクアランド 200m

BN2031-85E
ケース：ステンレス
厚み：16.4mm／横幅：46.1mm
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

Cal. J250
エコ・ドライブ／
月差±15秒／光発電：11ヶ月／水深計測機能

エコ・ドライブ
アクアランド 200m

BN2036-14E
ケース：ステンレス
厚み：16.4mm／横幅：46.1mm
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）

Cal. J250
エコ・ドライブ／
月差±15秒／光発電：11ヶ月／水深計測機能
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エコ・ドライブ
アルティクロン

BN4044-23E
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　　　　　

Cal. J280
エコ・ドライブ／
月差±15秒／光発電：11ヶ月／高度計測機能／
方位計測機能

BN4044-23E
¥66,000+税

エコ・ドライブ
アルティクロン

BN4046-10X
ケース：ステンレス
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
ナイロンバンド

Cal. J280
エコ・ドライブ／
月差±15秒／光発電：11ヶ月／高度計測機能／
方位計測機能

BN4046-10X
¥71,000 +税
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エコ・ドライブ電波時計

PMD56-2952
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

Cal. H100
国内電波受信／パーフェックス／
月差±15秒（非受信時）／
光発電：12ヶ月（パワーセーブ作動時）／
パーペチュアルカレンダー

PMD56-2952
¥70,000 +税

エコ・ドライブ電波時計

PMD56-2951
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

Cal. H100
国内電波受信／パーフェックス／
月差±15秒（非受信時）／
光発電：12ヶ月（パワーセーブ作動時）／
パーペチュアルカレンダー

PMD56-2951
¥65,000 +税
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エコ・ドライブ
GMT

BJ7100-82E
ケース：ステンレス
厚み：13.3mm／横幅：42.0mm
ガラス：クリスタルガラス
防水性能：20気圧防水
耐磁１種／夜光

Cal. B877
エコ・ドライブ
月差±15秒／光発電：6ヶ月

BJ7100-82E
¥40,000+税

エコ・ドライブ
GMT

BJ7107-83E
ケース：ステンレス 
めっき（グレー色）
厚み：13.3mm／横幅：42.0mm
ガラス：クリスタルガラス
防水性能：20気圧防水
耐磁１種／夜光

Cal. B877
エコ・ドライブ
月差±15秒／光発電：6ヶ月

BJ7107-83E
¥45,000 +税
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航空計算尺など多彩な機能を搭載した

「エコ・ドライブ GPS衛星電波時計」。

世界に先駆けて実現した※

GPS衛星からの「最短3秒時刻受信」により、時刻・カレンダーを自動修正。

世界27都市を含む、39タイムゾーンの時刻に素早く切り替えるワールドタイム機能搭載。

シチズン独自のエコ・ドライブで、光がある限り動き続ける

多機能パイロットウオッチです。

※2015年、シチズンは光発電GPS衛星電波時計として世界で初めて最短3秒を実現。
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エコ・ドライブ電波時計
ダイレクトフライト

BY0080-57E
ケース：スーパーチタニウム
デュラテクトMRK（シルバー色）
厚み：13.7mm／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：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

Cal. H610
日中米欧電波受信／パーフェックスマルチ3000／
月差±15秒（非受信時）／
光発電：4年（パワーセーブ作動時）／
パーペチュアルカレンダー／
クロノグラフ機能（1/5秒, 60分計）

エコ・ドライブ電波時計
ダイレクトフライト

BY0084-56E
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：13.7mm／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：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

Cal. H610
日中米欧電波受信／パーフェックスマルチ3000／
月差±15秒（非受信時）／
光発電：4年（パワーセーブ作動時）／
パーペチュアルカレンダー／
クロノグラフ機能（1/5秒, 60分計）

BY0084-56E
¥120,000 +税

BY0080-57E
¥100,000 +税

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

CC7014-82E
ケース：スーパーチタニウム
デュラテクトMRK＋DLC・デュラテクトMRK
（ブラック色・シルバー色）
厚み：16.7mm／横幅：47.2mm
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

Cal. F990
GPS衛星電波受信／パーフェックス／
月差±5秒（非受信時）／
光発電：5年（パワーセーブ作動時）／
パーペチュアルカレンダー／
ライトレベル インディケーター／
クロノグラフ機能（1/1秒, 24時間計）

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

CC7015-55E
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：16.7mm／横幅：47.2mm
ガラス：サファイアガラス（無反射コーテイング）
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

Cal. F990
GPS衛星電波受信／パーフェックス／
月差±5秒（非受信時）／
光発電：5年（パワーセーブ作動時）／
パーペチュアルカレンダー／
ライトレベル インディケーター／
クロノグラフ機能（1/1秒, 24時間計）

CC7015-55E
¥280,000 +税

限定モデル 1,989本

CC7014-82E
¥250,000 +税
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