
和紙と先進技術、その類まれな融合。
光をエネルギー源とする「エコ・ドライブ」では
これまで様々な素材を研究してきました。
そんななかで出会ったのが、障子や行灯、提灯など
古より光を取り込むために用いられてきた和紙です。
なかでも三大和紙のひとつ、土佐和紙を文字板に採用しました。

ザ・シチズン
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この時計の宝石は、中にある。

この世界の一瞬を、正確に刻み続ける

年差±5秒の輝きが、ここに。

磨き抜かれた技の結晶、The CITIZEN。
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和紙文字板モデル

AQ4030-51L
¥407,000 税込（税抜価格¥370,000）
ケース：スーパーチタニウム
色調：ライトシルバー色 
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）
0時ジャストカレンダー更新機能
和紙文字板　
ねじロックりゅうず

AQ4030-51E
¥407,000 税込（税抜価格¥370,000）
ケース：スーパーチタニウム
色調：ライトシルバー色 
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）
0時ジャストカレンダー更新機能
和紙文字板　
ねじロックりゅうず

AQ4030-51A
¥407,000 税込（税抜価格¥370,000）
ケース：スーパーチタニウム
色調：ライトシルバー色 
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）
0時ジャストカレンダー更新機能
和紙文字板　
ねじロックりゅうず

０時にカレンダーが瞬時かつ正確に切り替
わる機構は、マイスターの針付け技術と
シチズンのエレクトロニクス技術が揃い、
初めて完成します。マニュファクチュール
ゆえ搭載可能な機構なのです。

０時ジャストカレンダー更新

水晶振動子の精度は温度変化に影響
されます。そのためムーブメントには
温度補正機能を搭載。1日 1440 回、
自動的に時計の内部の温度を 0.1℃
刻みで測定。温度差により周波数の
補正を行っているのです。

1日1440回の自動検温

精度を決するのはクオーツの心臓部で
ある水晶振動子の品質。シチズンでは
水晶振動子を6か月寝かせ、周波数の
特性を見極めています。選りすぐった
高精度な水晶振動子のみが時計に組み
込まれています。

水晶振動子は6か月寝かせる

エコ・ドライブモデル

「正確に時を刻み続けること」こそ、時計のもっとも重要な使命。
この時計の本質である精度向上という命題に対して
真摯に取り組み続け、限界に挑戦してきた道のりで結実したのが
1年 365 日使い続けても、その誤差わずか± 5 秒という高精度です。
そしてシチズンのマニュファクチュールとしての高い技術力により
基幹技術であるエコ・ドライブにおいても年差± 5 秒を実現しています。

年差±５秒。それは実用時計の最高峰。
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AQ4020-54Y
¥363,000 税込（税抜価格¥330,000）
ケース：スーパーチタニウム
色調：ライトシルバー色 
サファイアガラス

（クラリティ・コーティング）
0時ジャストカレンダー更新機能
和紙文字板　

AQ4024-53Y
¥363,000 税込（税抜価格¥330,000）
ケース：スーパーチタニウム
色調：ライトシルバー色・イエローゴールド色 
サファイアガラス

（クラリティ・コーティング）
0時ジャストカレンダー更新機能
和紙文字板　

ザ ・ シ チ ズ ン

和紙文字板モデル



 

                                                                                                      

  

AQ1010-54E
¥275,000 税込（税抜価格¥250,000）
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

（クラリティ・コーティング）
0時ジャストカレンダー更新機能

AQ4060-50E
¥308,000 税込（税抜価格¥280,000）
ケース：ステンレス
色調：ライトシルバー色 
サファイアガラス

（クラリティ・コーティング）
0時ジャストカレンダー更新機能　

AQ4060-50A
¥308,000 税込（税抜価格¥280,000）
ケース：ステンレス
色調：ライトシルバー色 
サファイアガラス

（クラリティ・コーティング）
0時ジャストカレンダー更新機能　

NEW
12月発売予定

NEW
12月発売予定

AQ1040-53A
¥385,000 税込（税抜価格¥350,000）
ケース：スーパーチタニウム
色調：ライトシルバー色 
サファイアガラス

（クラリティ・コーティング）
0時ジャストカレンダー更新機能　
ねじロックりゅうず

AQ1010-54A
¥275,000 税込（税抜価格¥250,000）
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

（クラリティ・コーティング）
0時ジャストカレンダー更新機能　

AQ1040-53E
¥385,000 税込（税抜価格¥350,000）
ケース：スーパーチタニウム
色調：ライトシルバー色 
サファイアガラス

（クラリティ・コーティング）
0時ジャストカレンダー更新機能　
ねじロックりゅうず
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AQ4041-54L
¥363,000 税込（税抜価格¥330,000）
ケース：スーパーチタニウム
色調：ライトシルバー色 
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）
0時ジャストカレンダー更新機能

AQ4041-54A
¥363,000 税込（税抜価格¥330,000）
ケース：スーパーチタニウム
色調：ライトシルバー色 
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）
0時ジャストカレンダー更新機能

ザ ・ シ チ ズ ン ザ ・ シ チ ズ ン



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。

                                                 

    

AQ1000-58E
¥220,000 税込（税抜価格¥200,000）
ケース：ステンレス
色調：ライトシルバー色 
サファイアガラス

（クラリティ・コーティング）
0時ジャストカレンダー更新機能　

AQ1000-58A
¥220,000 税込（税抜価格¥200,000）
ケース：ステンレス
色調：ライトシルバー色 
サファイアガラス

（クラリティ・コーティング）
0時ジャストカレンダー更新機能　

エコ・ドライブが生み出す電力の充電状
況はパワーリザーブ・インディケーター（充
電量表示機能）により確認することができ
ます。10時位置に装備され、デザインア
クセントともなっています。

※一部のモデルには搭載しておりません。

電池残量が一目でわかる

オーナー様専用のオーナーズサイト、もしくはオーナーズデスクよりご登録いただくと、
オーナーズカードを発行（初回ご登録時のみ）いたします。
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用意しています。

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、10年以内に生
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。

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、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

10年間無償保証

無 償 点 検

2928

AQ4000-51E
¥253,000 税込（税抜価格¥230,000）
ケース：ステンレス
色調：ライトシルバー色 
サファイアガラス

（クラリティ・コーティング）
0時ジャストカレンダー更新機能　

AQ4000-51L
¥253,000 税込（税抜価格¥230,000）
ケース：ステンレス
色調：ライトシルバー色 
サファイアガラス

（クラリティ・コーティング）
0時ジャストカレンダー更新機能

AQ4000-51A
¥253,000 税込（税抜価格¥230,000）
ケース：ステンレス
色調：ライトシルバー色 
サファイアガラス

（クラリティ・コーティング）
0時ジャストカレンダー更新機能　

ザ ・ シ チ ズ ン ザ ・ シ チ ズ ン




