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The CITIZEN

The CITIZEN

未 来に
寄り添 うものとし て 。
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 。

The CITIZEN

年 差 ± 5 秒 エ コ･ド ラ イブ 。

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
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）
お客様登録

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。

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 1 0 年間
無償保証

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。
※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。

にご 登 録いただくと、最長
お買い求めいただき、
「シチズン オーナーズクラブ」
無償点検

1 0 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
より、ご案内いたします。
をもとに「シチズン オーナーズクラブ」

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。
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The CITIZEN

The CITIZEN
オフィシャルサイト・The CITIZEN

AQ4091-56E

AQ4100-57A

AQ4024-53Y

AQ4020-54Y

¥429,000

¥385,000

¥385,000

¥385,000

¥407,000

（税抜価格¥390,000）

（税抜価格¥350,000）

（税抜価格¥350,000）

（税抜価格¥350,000）

（税抜価格¥370,000）

AQ4091-56A

AQ4100-57L

¥429,000

¥385,000

（税抜価格¥390,000）

AQ1040-53E

（税抜価格¥350,000）

AQ4091-56L
¥429,000
（税抜価格¥390,000）

高精度エコ・ドライブ

高精度エコ・ドライブ

AQ4091-56E・AQ4091-56A
AQ4091-56L

AQ4100-57A・AQ4100-57L

AQ4024-53Y

AQ4020-54Y

AQ1040-53E

ケース：スーパーチタニウム

ケース：スーパーチタニウム

ケース：スーパーチタニウム

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

デュラテクトプラチナ
（ライトシルバー色）

デュラテクトα
（ライトシルバー色）

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）

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

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

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

（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

耐ニッケル／耐磁１種／夜光／和紙文字板

高精度エコ・ドライブ

（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

高精度エコ・ドライブ

高精度エコ・ドライブ

厚み：10.6mm／横幅：37.5mm

厚み：10.7mm／横幅：40.0mm

ガラス：サファイアガラス

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

耐磁１種／和紙文字板

（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

Cal. A060

Cal. A060
Cal. A060

パーフェックス／

Cal. A060

パーフェックス／

パーフェックス／

年差± 5 秒／

パーフェックス／

年差± 5 秒／

パーフェックス／

年差± 5 秒／

（パワーセーブ作動時）
／
光発電：1.5 年

年差± 5 秒／

（パワーセーブ作動時）
／
光発電：1.5 年

年差± 5 秒／

（パワーセーブ作動時）
／
光発電：1.5 年

パーペチュアルカレンダー

（パワーセーブ作動時）
／
光発電：1.5 年

パーペチュアルカレンダー

（パワーセーブ作動時）
／
光発電：1.5 年

パーペチュアルカレンダー

パーペチュアルカレンダー

Cal. A010

パーペチュアルカレンダー
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The CITIZEN

The CITIZEN

AQ1050-50F

AQ4060-50E

AQ4080-52L

AQ1054-59E

AQ1050-50E

¥396,000

¥330,000

¥308,000

¥418,000

¥385,000

¥253,000

（税抜価格¥360,000）

（税抜価格¥300,000）

（税抜価格¥280,000）

（税抜価格¥380,000）

（税抜価格¥350,000）

（税抜価格¥230,000）
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AQ4000-51E

AQ4060-50A

AQ4080-52A

AQ1050-50L

AQ4000-51L

¥330,000

¥308,000

¥385,000

¥253,000

（税抜価格¥300,000）

（税抜価格¥280,000）

（税抜価格¥350,000）

（税抜価格¥230,000）

AQ4000-51A
¥253,000
（税抜価格¥230,000）

高精度エコ・ドライブ

高精度エコ・ドライブ

高精度エコ・ドライブ

高精度エコ・ドライブ

高精度エコ・ドライブ

高精度エコ・ドライブ
AQ4000-51E・AQ4000-51L
AQ4000-51A

AQ1050-50F

AQ4060-50E・AQ4060-50A

AQ4080-52L・AQ4080-52A

AQ1054-59E

AQ1050-50E・AQ1050-50L

ケース：ステンレス

ケース：ステンレス

ケース：ステンレス

ケース：ステンレス

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）

デュラテクトプラチナ
（ライトシルバー色）

デュラテクトプラチナ
（ライトシルバー色）

デュラテクトDLC
（ブラック色）

デュラテクトプラチナ
（ライトシルバー色）

ケース：ステンレス

厚み：11.8mm／横幅：39.0mm

厚み：10.1mm／横幅：40.0mm

厚み：10.2mm／横幅：37.2mm

厚み：11.6mm／横幅：39.0mm

厚み：11.6mm／横幅：39.0mm

デュラテクトプラチナ
（ライトシルバー色）

ガラス：デュアル球面サファイアガラス

ガラス：サファイアガラス

ガラス：サファイアガラス

ガラス：デュアル球面サファイアガラス

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）

（クラリティ・コーティング）

（クラリティ・コーティング）

（クラリティ・コーティング）

（クラリティ・コーティング）

防水性能：10 気圧防水

防水性能：10 気圧防水

防水性能：10 気圧防水

防水性能：10 気圧防水

防水性能：10 気圧防水

耐磁１種／夜光

耐磁１種

耐磁１種

耐磁１種／夜光

耐磁１種／夜光

Cal. A010

Cal. A060

Cal. A060

Cal. A010

Cal. A010

厚み：10.1mm／横幅：38.5mm
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

Cal. A060

パーフェックス／

パーフェックス／

パーフェックス／

パーフェックス／

パーフェックス／

年差± 5 秒／

年差± 5 秒／

年差± 5 秒／

年差± 5 秒／

年差± 5 秒／

パーフェックス／

（パワーセーブ作動時）
／
光発電：1.5 年

（パワーセーブ作動時）
／
光発電：1.5 年

（パワーセーブ作動時）
／
光発電：1.5 年

（パワーセーブ作動時）
／
光発電：1.5 年

（パワーセーブ作動時）
／
光発電：1.5 年

年差± 5 秒／

パーペチュアルカレンダー

パーペチュアルカレンダー

パーペチュアルカレンダー

パーペチュアルカレンダー

パーペチュアルカレンダー

（パワーセーブ作動時）
／
光発電：1.5 年
パーペチュアルカレンダー

