
CB0011-69E
¥55,000 税込（税抜価格¥50,000）
ケース：ステンレス
サファイアガラス

（無反射コーティング）

CB0011-69L
¥55,000 税込（税抜価格¥50,000）
ケース：ステンレス
サファイアガラス

（無反射コーティング）

CB0161-82E
¥55,000 税込（税抜価格¥50,000）
ケース：ステンレス
サファイアガラス

CB0161-82L
¥55,000 税込（税抜価格¥50,000）
ケース：ステンレス
サファイアガラス

CB0160-18A
¥52,800 税込（税抜価格¥48,000）
ケース：ステンレス
サファイアガラス
カーフ革バンド

CB5874-90E
¥55,000 税込（税抜価格¥50,000）
ケース：ステンレス（一部めっき）
色調：ジェットブラック色 
サファイアガラス（無反射コーティング）

CB5870-91L
¥55,000 税込（税抜価格¥50,000）
ケース：ステンレス
サファイアガラス（無反射コーティング）

CB5874-90A
¥55,000 税込（税抜価格¥50,000）
ケース：ステンレス（一部めっき）
色調：ジェットブラック色 
サファイアガラス（無反射コーティング）

AS1062-59A
¥41,800 税込（税抜価格¥38,000）
ケース：ステンレス（一部めっき）
色調：ピンクゴールド色 
サファイアガラス

ES0002-57A
¥41,800 税込（税抜価格¥38,000）
ケース：ステンレス（一部めっき）
色調：ピンクゴールド色 
サファイアガラス

AS1060-54L
¥38,500 税込（税抜価格¥35,000）
ケース：ステンレス
サファイアガラス

ES0000-79L
¥38,500 税込（税抜価格¥35,000）
ケース：ステンレス
サファイアガラス
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世界 4 エリア（日本・中国・北米・欧州）受信
ダイレクトフライト（ワールドタイム機能）

世界 4 エリア（日本・中国・北米・欧州）受信
ダイレクトフライト（ワールドタイム機能）



BU4030-91E
¥35,200 税込（税抜価格¥32,000）
ケース：ステンレス
クリスタルガラス

BU4030-91L
¥35,200 税込（税抜価格¥32,000）
ケース：ステンレス
クリスタルガラス

BU4032-11A
¥30,800 税込（税抜価格¥28,000）
ケース：ステンレス（めっき）
色調：ピンクゴールド色 
クリスタルガラス
カーフ革バンド

BV1125-97H
¥41,800 税込（税抜価格¥38,000）
ケース：ステンレス（一部めっき）
色調：グレー色 
球面サファイアガラス

BV1120-91A
¥38,500 税込（税抜価格¥35,000）
ケース：ステンレス
球面サファイアガラス

BV1124-14A
¥33,000 税込（税抜価格¥30,000）
ケース：ステンレス（一部めっき）
色調：ピンクゴールド色 
球面サファイアガラス
カーフ革バンド

BL5496-96L
¥44,000 税込（税抜価格¥40,000）
ケース：ステンレス（一部めっき）
色調：ジェットブラック色 
球面クリスタルガラス

BL5496-11E
¥41,800 税込（税抜価格¥38,000）
ケース：ステンレス（一部めっき）
色調：ジェットブラック色 
球面クリスタルガラス
カーフ革バンド

CA7030-97W
¥38,500 税込（税抜価格¥35,000）
ケース：ステンレス
サファイアガラス

BJ6480-51E
¥27,500 税込（税抜価格¥25,000）
ケース：ステンレス
サファイアガラス

EM0400-51E
¥27,500 税込（税抜価格¥25,000）
ケース：ステンレス
サファイアガラス

BJ6480-51B
¥27,500 税込（税抜価格¥25,000）
ケース：ステンレス
サファイアガラス

EM0400-51B
¥27,500 税込（税抜価格¥25,000）
ケース：ステンレス
サファイアガラス
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こちらのモデルは機械式時計です。（エコ・ドライブではありません。）こちらのモデルは機械式時計です。（エコ・ドライブではありません。）

NEW

NEWNEWNEWNEW

NB4024-95A
¥121,000 税込（税抜価格¥110,000）
ケース：ステンレス
色調：ライトシルバー色・ピンクゴールド色
デュアル球面サファイアガラス

（無反射コーティング）
シースルーバック

NB4020-96E
¥110,000 税込（税抜価格¥100,000）
ケース：ステンレス
色調：ライトシルバー色 
デュアル球面サファイアガラス

（無反射コーティング）
シースルーバック

NB4020-11L
¥110,000 税込（税抜価格¥100,000）
ケース：ステンレス
色調：ライトシルバー色 
デュアル球面サファイアガラス

（無反射コーティング）
ワニ革バンド
シースルーバック

NK5000-98E
¥57,200 税込（税抜価格¥52,000）
ケース：ステンレス
ボックス型クリスタルガラス
シースルーバック

NK5000-98L
¥57,200 税込（税抜価格¥52,000）
ケース：ステンレス
ボックス型クリスタルガラス
シースルーバック

NB3001-53E
¥121,000 税込（税抜価格¥110,000）
ケース：ステンレス
色調：ライトシルバー色 
デュアル球面サファイアガラス

（無反射コーティング）
シースルーバック

NB3001-61M
¥121,000 税込（税抜価格¥110,000）
ケース：ステンレス
色調：ライトシルバー色 
デュアル球面サファイアガラス

（無反射コーティング）
シースルーバック

NB3004-04K
¥126,500 税込（税抜価格¥115,000）
ケース：ステンレス
色調：ライトシルバー色・ピンクゴールド色 
デュアル球面サファイアガラス

（無反射コーティング）
ワニ革バンド
シースルーバック

NK5009-69N
¥60,500 税込（税抜価格¥55,000）
ケース：ステンレス（めっき）
色調：グレー色 
ボックス型クリスタルガラス
シースルーバック

NK0004-94P
¥55,000 税込（税抜価格¥50,000）
ケース：ステンレス（一部めっき）
色調：イエローゴールド色 
ボックス型クリスタルガラス
シースルーバック

NK0000-95L
¥49,500 税込（税抜価格¥45,000）
ケース：ステンレス
ボックス型クリスタルガラス
シースルーバック

NK0002-14W
¥49,500 税込（税抜価格¥45,000）
ケース：ステンレス（めっき）
色調：ピンクゴールド色 
ボックス型クリスタルガラス
カーフ革バンド
シースルーバック
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NEW NEW

メカニカル
こちらのモデルは機械式時計です。（エコ・ドライブではありません。）

シチズンコレクション

CITIZEN
COLLECTION

スワロフスキー®はSwarovski AGの登録商標です。

PC1009-78B
¥46,200 税込（税抜価格¥42,000）
ケース：ステンレス（一部めっき）
色調：ピンクゴールド色 
サファイアガラス
シースルーバック

PC1009-27M
¥44,000 税込（税抜価格¥40,000）
ケース：ステンレス（一部めっき）
色調：イエローゴールド色 
サファイアガラス
カーフ革バンド
シースルーバック

PC1005-87X
¥48,400 税込（税抜価格¥44,000）
ケース：ステンレス（めっき）
色調：サクラ色 
サファイアガラス
白蝶貝文字板
ダイヤル：11ポイントスワロフスキー®・
クリスタル入
シースルーバック

PC1006-84D
¥48,400 税込（税抜価格¥44,000）
ケース：ステンレス（一部めっき）
色調：ピンクゴールド色 
サファイアガラス
白蝶貝文字板
ダイヤル：11ポイントスワロフスキー®・
クリスタル入
シースルーバック

PD7166-54W
¥45,100 税込（税抜価格¥41,000）
ケース：ステンレス（一部めっき）
色調：ピンクゴールド色 
サファイアガラス
ダイヤル：8ポイントスワロフスキー®・
クリスタル入
シースルーバック

PD7160-51A
¥41,800 税込（税抜価格¥38,000）
ケース：ステンレス
サファイアガラス
ダイヤル：8ポイントスワロフスキー®・
クリスタル入
シースルーバック
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