


一瞬と永遠の間に。セイコー ブライツ 
 



RADIO WAVE CONTROL  ／ 電波時計  

SAGY001  84,000円　 

（税抜 80,000円） 
4月発売　 

SAGY003  84,000円　 

（税抜 80,000円） 
4月発売　 

 

■ 共通仕様 ブライトチタンケース　裏ぶた純チタンとサファイアガラス　サファイアガラス（無反射コーティング） 

ネジロック式リュウズ　ルミブライトつき　日常生活用強化防水（10気圧）　電池寿命約3年 

電波修正機能（2局自動選択受信）　自動受信機能　強制受信機能　受信結果表示機能 

時差修正機能　精度：非受信時平均月差±15秒 

SAGY003 ： カーボンダイヤル 

SAGY005 ： クロコダイルバンド 

60kHz

40kHz

福島局 
おおたかどや山標準電波送信所 九州局 

はがね山標準電波送信所 

標準電波を受信して正確な時刻を表示する電波修正機能。 

標準電波とは通信総合研究所が運用している時刻情報をのせた電波で、   

国内2箇所の標準電波送信所からそれぞれ異なる周波数で送信されています。 

ブライツ電波時計は40kHz（福島局）と60kHz（九州局）を自動的に選択し、受信します。 

標準信号の時刻情報はおよそ10万年に誤差1秒という超高精度を保つ   

「セシウム原子時計」によるものです。  

SAGY005  73,500円  
（税抜 70,000円） 

（数量限定モデル 1,000個限定） 

6月発売予定 



■ 共通仕様 ブライトチタンケース　裏ぶた純チタン　カーブサファイアガラス（無反射コーティング） 　 

ルミブライトつき　日常生活用強化防水（10気圧）　耐磁　 

フル充電時約5ヶ月間駆動　ストップウオッチ機能（1/5秒計測 45分計） 

タキメーターつき　精度 ： 平均月差±15秒 

※キネティックは、人の動きをエネルギーに換えて、クオーツ時計を駆動させます。 

KINETIC CHRONOGRAPH  ／ キネティック クロノグラフ 

SAGE001  126,000円  
（税抜 120,000円） 

6月発売予定 

クロノグラフ 45分計 1/5秒 クロノグラフ針 基本時計（時・分） 基本時計（秒） 

●操作する喜びを感じる、ハートカムによるクロノグラフ針の瞬間帰零方式を採用。     

●キネティッククロノグラフに相応しいオリジナリティあふれるダイヤルレイアウトを実現。     

　・見やすい基本時計。（6時位置）     

　・特徴ある扇形状のクロノグラフ45分計。    

SAGE003  126,000円  
（税抜 120,000円） 

6月発売予定 



SAGN009  189,000円  
（税抜 180,000円） 
メカニカルウオッチ  

6月発売予定 

SAGN011  189,000円  
（税抜 180,000円） 
メカニカルウオッチ  

6月発売予定 

■ 共通仕様 ブライトチタンケース　裏ぶた純チタン　カーブサファイアガラス（無反射コーティング） 　 

ルミブライトつき　日常生活用強化防水（10気圧）　耐磁　自動巻き（手巻きつき） 

最大巻上時約50時間持続　石数28石　24時針・日付針・曜日針つき     

デュアルタイム機能　カレンダー連動時差修正機能　精度：日差 +25秒～－15秒 

SAGN013 ： クロコダイルバンド（三ツ折中留） 

MECHANICAL RETROGRADE  ／ メカニカル レトログラード 

曜日を針の扇状の動きによって表示して、日曜日から月曜日に   

一瞬にして針が戻るレトログラード式曜日機構を搭載。   

通常の時針、分針、秒針に加え、24時針、日付針、曜日針の合計6本の   

針を持つ高性能メカニカルムーブメント。  

SAGN013  178,500円  
（税抜 170,000円） 
メカニカルウオッチ  

6月発売予定 



誰も時間を追い越せない。 

SAGN005  157,500円  
（税抜 150,000円） 
メカニカルウオッチ 

SAGN007  189,000円  
（税抜 180,000円） 
メカニカルウオッチ 

■ 共通仕様 ブライトチタンケース　裏ぶたシースルー　デュアルカーブサファイアガラス（無反射コーティング）　ホーローダイヤル　日常生活用強化防水（10気圧）  

耐磁　精度 ： 日差＋25秒～ー15秒 

SAGN007 ： 自動巻き（手巻きつき）　最大巻上時約50時間持続　石数28石　24時針・日付針・曜日針つき　デュアルタイム機能　カレンダー連動時差修正機能 

SAGN005 ： クロコダイルバンド（三ツ折中留）　パワーリザーブ表示機能　手巻き　最大巻上時約40時間持続　石数29石 

MECHANICAL WATCH  ／ メカニカル ウオッチ 



■ 共通仕様 ブライトチタンケース　裏ぶたシースルー　デュアルカーブサファイアガラス（無反射コーティング）　ホーローダイヤル　日常生活用強化防水（10気圧）　 

耐磁　自動巻き（手巻きつき）　最大巻上時約50時間持続　石数24石　精度 ： 日差＋25秒～ー15秒　　 

SAGL001 ： クロコダイルバンド（三ツ折中留） 

SAGL001  147,000円  
（税抜 140,000円） 
メカニカルウオッチ 

SAGL003  157,500円  
（税抜 150,000円） 
メカニカルウオッチ 

MECHANICAL WATCH  ／ メカニカル ウオッチ 
　ホーローダイヤル レトログラード式曜日機構 パワーリザーブ表示機能 シースルーバック　 

ダイヤルに用いられているホーロー

は、熟練した職人の手でうわぐすりを

高温で焼き付けることによって作られ

ています。色褪せることがなく奥行き

のある表情を感じさせる本物素材は、

メカニカルウオッチが醸し出す温もり

と絶妙に調和しています。 

曜日を針の扇状の動きによって表示

して、日曜日から月曜日に一瞬にして

針が戻るレトログラード式曜日機構

を搭載。通常の時針、分針、秒針に加え、

24時針、日付針、曜日針の合計6本の

針を持つ高性能メカニカルムーブ

メントです。 

（SAGN007、009、011、013） 

ゼンマイの巻上時間を表示する

パワーリザーブ表示機能を搭載。

また、パワーリザーブ表示部は、

ダイヤル上で段差がつけられており、

ダイヤルに微妙なコントラストを

与えています。 

（SAGN005） 

精緻なメカニカルムーブメントの動き

を見て楽しむことができるサファイア

ガラスのシースルーバック仕様。 

メカニカルウオッチを所有する喜び

をさらに深めてくれます。  

（写真はSAGL001、003） 



記憶とは時間の別名だろうか。 
■ 共通仕様 ブライトチタンケース　カーブサファイアガラス（無反射コーティング） ルミブライトつき　日常生活用強化防水（10気圧）　耐磁　 

電池寿命約5年　ストップウオッチ機能 （60分計、最大計測時間12時間）　精度 ： 年差±20秒 

SAGJ001  126,000円  
（税抜 120,000円） 

SAGJ003  126,000円  
（税抜 120,000円） 



■ 共通仕様 ブライトチタンケース　カーブサファイアガラス（無反射コーティング）　ルミブライトつき　日常生活用強化防水（10気圧）　耐磁　 

電池寿命約5年　クロコダイルバンド　ストップウオッチ機能 （60分計、最大計測時間12時間）　精度 ： 年差±20秒 

SAGJ005  115,500円  
（税抜 110,000円） 

SAGJ007  115,500円  
（税抜 110,000円） 

■ 共通仕様 ブライトチタンケース　カーブサファイアガラス（無反射コーティング） ルミブライトつき　日常生活用強化防水（10気圧）　耐磁　 

電池寿命約10年　フルオートカレンダー機能（2100年2月28日まで）　うるう年／月表示機能　精度 ： 年差±20秒 

SAGM005  105,000円  
（税抜 100,000円） 

SAGM007  105,000円  
（税抜 100,000円） 



永遠は一瞬の中にある。 
 

SAGC001  84,000円  
（税抜 80,000円） 

SAGC003  84,000円  
（税抜 80,000円） 

■ 共通仕様 カーブサファイアガラス（無反射コーティング）　日常生活用強化防水（10気圧）　耐磁　自動時刻復帰機能（フル充電時から約4年間復帰可能）　自動パワーセーブ機能　 

強制パワーセーブ機能　エネルギー残存量予告機能　精度 ： 平均月差±15秒 

SAGC001、003 ： 純チタンケース（一部ブライトチタン）　ルミブライトつき 

　　 SAGB001 ： ステンレスケース（一部ブライトチタン） 

SAGB001  73,500円  
（税抜 70,000円） 



SAGM003  105,000円  
（税抜 100,000円） 

SAGM001  105,000円  
（税抜 100,000円） 

■ 共通仕様 ブライトチタンケース　レンズつきサファイアガラス（無反射コーティング）　ルミブライトつき　日常生活用強化防水（10気圧）　耐磁　 

電池寿命約10年　フルオートカレンダー機能（2100年2月28日まで）　うるう年／月表示機能　精度 ： 年差±20秒 

SAGM009  84,000円  
（税抜 80,000円） 

SAGM011  84,000円  
（税抜 80,000円） 

■ 共通仕様 カーブサファイアガラス（無反射コーティング）　ルミブライトつき　日常生活用強化防水（10気圧） 

SAGM009、011 ： 純チタンケース（一部ブライトチタン）　耐磁　電池寿命約10年　フルオートカレンダー機能（2100年2月28日まで）　 

　　　　　　      うるう年／月表示機能　精度 ： 年差±20秒 

       SAGR001 ： ブライトチタンケース　電池寿命約3年　ストップウオッチ機能（60分計）　アラーム機能　精度 ： 平均月差±15秒　 

SAGR001  105,000円  
（税抜 100,000円） 



04.04.SE

http://www.seiko-watch.co.jp/bz/ 
 

掲載商品の価格は、２００４年４月現在のメーカー希望小売価格に消費税相当額を含めた総額を表示しています。 

○ 掲載商品のうち、メカニカルウオッチ以外はすべてクオーツです。メカニカルウオッチの特性上、ご使用になる条件（携帯時間、温度、腕の動き、強いショックや振動など）によっては、記載の精度の範囲を超える
場合があります。 ○ キネティック及びキネティックオートリレーは、人の動きをエネルギーに換えて、クオーツ時計を駆動させます。 ○ 1年間のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には、必ず保証書をご確
認ください。 ○ ご使用に際しては、付属の取扱説明書をよくお読みください。 ○あらかじめセットされている電池は、機能・性能をチェックするためのモニター用電池です。 ○「ルミブライト」とは、太陽光や500ルクス
以上の照明にわずか10分程度あてるだけで、約3～5時間も光り続ける新夜光素材です。発光しはじめた時の明るさは、従来の夜光塗料より格段に明るく、耐久輝度も半永久的です。 ○「耐磁」表示は、日常生活
における磁気商品の影響を防ぐ保証水準で、対直流4,800A/m（60ガウス）の耐磁性能を表しています。 ○ 掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる場合があります。 ○ 予告なく仕様及び価格等が
変更される場合があります。あらかじめご了承ください。 ○この印刷物の無断転載を禁じます（インタ－ネット告知等）。 

9：30～17：30

新開発のアドバン・クロノグラフは、年差±20秒の 

精度を持ち電池寿命約5年のハイスペック。 

サブダイヤルのレイアウトやすっきりとした目盛りは

大人の余裕とこだわりを感じさせる上質なクロノ

グラフウオッチです。 

基本性能にこだわった    

アドバン・クロノグラフ 

時計の原点を追求したパーペチュアルカレンダー。 

ほとんど時刻修正の必要がなく（精度：年差±20

秒）、月末の日付け修正の手間もいらず、最長10年

間の長寿命電池で電池交換の手間を大幅に軽減

しました。 

2100年まで、日付修正の手間から解放した    

パーぺチュアルカレンダー 

キネティック オートリレーは、腕から外した状態が

約72時間続くと、自動的に針を止め（自動パワ

ーセーブ機能）、再び腕に着用すると現在時刻に

復帰する（自動時刻復帰機能）自動巻発電クオー

ツです。眠っているブライツを見かけたら目覚め

させてください。 

電池交換不要の先進キャリバー    

キネティック オートリレー 

ブライツに採用されている素材は主にチタン合

金の「ブライトチタン」。ステンレスの約半分の重量

で大振りながら軽量化を実現。さらに硬度は純

チタンの1.5倍。錆にくい、アレルギー問題が少ない、 

仕上げが美しいなども大きな特徴です。 バンドは

削り出しのムクパーツを丁寧に仕上げ、滑らかな

装着感を実現しました。 

腕馴染みよく、心地よい軽さ    

チタン 

ガラス面に光の反射を抑える特殊なコーティン

グ（皮膜）を施し光の透過率を高めることで、文字

板の見やすさを実現。また、暗闇でも時刻がはっ

きり読み取れる、放射性物質を含んでいない新蓄

光塗料「ルミブライト」も強い味方です。 

使うほどに実感する    

視認性 

テレビやコンピュータなど磁気の強い機器は、

時計の時刻を狂わせたり、止めてしまうことがあ

ります。耐磁性能は磁気の影響を防ぐ保証水準で、

ブライツは一部のモデルを除き耐磁時計です。 

また、水の浸入は時計の生命にかかわる大きな問

題です。ブライツは日常生活用強化防水（10気圧）

以上を基本装備しています。 

時計を守る    

耐磁性能、防水性能 


