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弛まぬ探求と洗練に呼応する、先進。
たゆ

1

SAGA059
 105,000円   （税抜き 100,000 円） 
 ステンレスケース
  裏ぶた：ステンレスとガラス 
 サファイアガラス 
   電波修正機能（日本・中国・アメリカから発信
される標準電波を受信） 

DBm

11月発売予定

F
SAGA057
 105,000円   （税抜き 100,000 円） 
 ステンレスケース
  裏ぶた：ステンレスとガラス 
 サファイアガラス 
   電波修正機能（日本・中国・アメリカから発信
される標準電波を受信） 

DBm

11月発売予定

F

写真の商品は約160%に拡大してあります。

SAGA059

フル充電時約9ヶ月間駆動／  パワーセーブ機能（フル充電時約2年）／  フルオートカレンダー機能／  ワールドタイム機能（24都市）／  デュアルタイム表示機能／
  レトログラード式曜日機構／自動受信機能／  強制受信機能／  受信結果表示機能／  針位置自動修正機能／ 精度：非受信時平均月差±15秒 
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ブライツ
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SAGA033
 157,500円   （税抜き 150,000 円） 
 ブライトチタンケース（一部硬質コーティング）
裏ぶた：純チタンとガラス 
 サファイアガラス 
   電波修正機能（日本・アメリカ・ドイツから発信
される標準電波を受信 ）

DBm

F SAGA035
 157,500円   （税抜き 150,000 円） 
 ブライトチタンケース（一部硬質コーティング）
裏ぶた：純チタンとガラス 
 サファイアガラス 
   電波修正機能（日本・アメリカ・ドイツから発信
される標準電波を受信） 

DBm

F SAGA047
 147,000円   （税抜き 140,000 円） 
 ブライトチタンケース
  裏ぶた：純チタンとガラス 
 サファイアガラス 
   電波修正機能（日本・アメリカ・ドイツから発信
される標準電波を受信） 

DBm

F

日本（JJY40/JJY60）、中国（BPC）、アメリカ（WWVB）もしくは日本（JJY40/JJY60）、ドイツ（DCF77）、アメリカ（WWVB）の世界３エリア4つの標準電波に対応。
セシウム原子時計により刻まれた標準電波の時刻情報を、日本、中国、ヨーロッパ、アメリカといった主要エリアで受信し、時刻を自動修正することができます。また、
基本時刻からサマータイムへ、もしくはその逆に切替えることができます。

日本の標準電波：JJY

ドイツの標準電波：DCF77 PTB（物理・技術連邦院）により運用されています。フランクフルト南東　マインフリンゲン送信所（周波数：77.5kHz）
※PTB:Physikalisch-Technische Bundesanstalt　

アメリカの標準電波：WWVB NIST（米国標準技術局）により運用されています。コロラド州デンバー近郊　フォートコリンズ送信所（周波数：60kHz）
※NIST:National Institute of Standards and Technology

※対応する受信エリアは、モデルによって異なります。（SAGA057,059は日本・中国・アメリカより受信します。 SAGA033, 035, 047は日本・アメリカ・ドイツより受信します。）

※上図は受信範囲の目安です。この範囲の外側でも、条件によっては受信できることがあります。

福島局40KHz

九州局60KHz

中国の標準電波：BPC NTSC（中国科学院 国家授時中心）により運用されています。江南省 商丘　標準電波送信所（周波数：68.5kHz）
※NTSC:National Time Service Center

日本・中国・アメリカもしくは日本・ドイツ・アメリカの世界3エリアで受信対応。

情報通信研究機構が運用している時刻情報をのせた電波で、国内2ヶ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。
掲載の電波時計は40kHz（福島局）と60kHz（九州局）を自動的に選択し、受信します。

日本
（JJY）

ドイツ
（DCF77）

中国
（BPC）

アメリカ
（WWVB）

フル充電時約9ヶ月間駆動／  パワーセーブ機能（フル充電時約2年）／  フルオートカレンダー機能／  ワールドタイム機能（24都市）／  デュアルタイム表示機能／
  レトログラード式曜日機構／自動受信機能／  強制受信機能／  受信結果表示機能／  針位置自動修正機能／ 精度：非受信時平均月差±15秒 
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SDGA002
 105,000円   （税抜き 100,000 円） 
 ステンレスケース（金色めっき）　
裏ぶた：ステンレス 
 サファイアガラス 

DB

12月発売予定

F SDGA003
 105,000円   （税抜き 100,000 円） 
 ステンレスケース(硬質コーティング） 
 サファイアガラス 

DB

12月発売予定

F SDGA001
 94,500円   （税抜き 90,000 円） 
 ステンレスケース 
 サファイアガラス 

DB

12月発売予定

F

ブライツ

フル充電時約9ヶ月間駆動／  パワーセーブ機能（フル充電時約41ヶ月間）／  スタイル変更機能(5種類の時刻表示を任意選択可能)／  アラーム機能／フルオートカレンダー機能／  
ワールドタイム機能（32都市）／  タイムトランスファー機能／  デュアルタイム表示機能／  サウンドデモ機能／  LEDライト機能／  電波修正機能（日本・アメリカ・ドイツ・イギリスから
発信される標準電波を受信）／  自動受信機能／  強制受信機能／  受信結果表示機能／ 精度：非受信時平均月差±15秒 

P3 

アクティブマトリクスEPD方式ソーラー電波デジタルウオッチ

世界初アクティブマトリクスEPD方式で多彩な表現と視認性の向上を実現

※EPDとは、Electrophoretic Display（＝電気泳動ディスプレイ）の略。電子ペーパーの代表的な表示方式の一種。

〈多様な時刻表示が楽しめる時刻モード〉

約7万2千個のドットによる表現力豊かな書体や4階調の奥行きのあるグラフィック表現を駆使することで、
デジタルウオッチとしての情報表現が飛躍的に進化しました。
EPDならではの、はっきりしたコントラストと、滑らかな書体やグラフィックにより、新しい時刻表現が可能になりました。
ビジネスシーンに最適な判読性を重視した基本時刻表示に加え、遊び心のある時刻表現もあり、
オンオフでの切り替えを楽しむことができます。

◆世界4エリア5局の標準電波に受信対応し、定期的な電池交換が不要なソーラー電波機能を搭載しました。
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ブライツ クロノグラフ

SAGA045
 147,000円   （税抜き 140,000 円） 
 ブライトチタンケース（一部硬質コーティング）
  裏ぶた：純チタン 
 サファイアガラス 

DBm

F SAGA051
 105,000円   （税抜き 100,000 円） 
 ステンレスケース 
 サファイアガラス 

DBm

F SAGA053
 105,000円   （税抜き 100,000 円） 
 ステンレスケース(一部硬質コーティング) 
 サファイアガラス 

DBm

F

SAGZ045
 84,000円   （税抜き 80,000 円） 
 ステンレスケース
  裏ぶた：ステンレスとガラス 
 サファイアガラス 

DB

F SAGZ047
 84,000円   （税抜き 80,000 円） 
 ステンレスケース
  裏ぶた：ステンレスとガラス 
 サファイアガラス 

DB

F

日本（JJY40/JJY60）、中国（BPC）、アメリカ（WWVB）の世界３エリア4つの標準
電波に対応。セシウム原子時計により刻まれた標準電波の時刻情報を、日本、中国、アメ
リカといった主要エリアで受信し、時刻を自動修正することができます。また、基本時刻
からサマータイムへ、もしくはその逆に切替えることができます。

日本の標準電波：JJY
情報通信研究機構により運用されています。
国内2ヶ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。
おおたかどや山送信所（福島：40kHz）　はがね山送信所（九州：60kHz）

中国の標準電波：BPC
NTSC（中国科学院 国家授時中心）により運用されています。
江南省 商丘　標準電波送信所（周波数：68.5kHz）
※NTSC:National Time Service Center

アメリカの標準電波：WWVB
NIST（米国標準技術局）により運用されています。
コロラド州デンバー近郊　フォートコリンズ送信所（周波数：60kHz）
※NIST:National Institute of Standards and Technology

※上図は受信範囲の目安です。この範囲の外側でも、条件によっては受信できることがあります。

日本・中国・アメリカの世界3エリアで受信対応。

アドバンウェーブ

日本
（JJY）

中国
（BPC）

アメリカ
（WWVB）

アドバンウェーブ

 フル充電時約6ヶ月間駆動／  パワーセーブ機能（フル充電時約1.5年）／  フルオートカレンダー機能／  電波修正機能（日本・中国・アメリカから発信される標準電波を受信）／
  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／  針位置自動修正機能 ／ 精度：非受信時平均月差±15秒 

P4 下段

フル充電時約6ヶ月間駆動／  パワーセーブ機能（フル充電時約2年）／  24時針つき／  ストップウオッチ機能（1/5秒計測 60分計）／  フルオートカレンダー機能／  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／  針位置自動修正機能／  タキメーターつき／ 精度：非受信時平均月差±15秒 

P4 上段
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ブライツ

SAGA049
 136,500円   （税抜き 130,000 円） 
 ブライトチタンケース
  裏ぶた：純チタン 
 サファイアガラス 

DBm

F SAGA029
 136,500円   （税抜き 130,000 円） 
 ブライトチタンケース（一部硬質コーティング）
  裏ぶた：純チタン 
 サファイアガラス 

DBm

F SAGA031
 136,500円   （税抜き 130,000 円） 
 ブライトチタンケース
  裏ぶた：純チタン 
 サファイアガラス 

DBm

F

SAGZ039
 105,000円   （税抜き 100,000 円） 
 ブライトチタンケース（一部硬質コーティング）
  裏ぶた：純チタン 
 サファイアガラス 

DB

F SAGZ041
 105,000円   （税抜き 100,000 円） 
 ブライトチタンケース（一部硬質コーティング）
  裏ぶた：純チタン 
 サファイアガラス 

DB

F SAGZ043
 105,000円   （税抜き 100,000 円） 
 ブライトチタンケース
  裏ぶた：純チタン 
 サファイアガラス 

DB

F

フル充電時約6ヶ月間駆動／  パワーセーブ機能（フル充電時約1.5年）／  フルオートカレンダー機能／  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／  針位置自動修正機能／ 精度：非受信時平均月差±15秒 

P5 下段

フル充電時約9ヶ月間駆動／  パワーセーブ機能（フル充電時約2年）／フルオートカレンダー機能／  レトログラード式曜日機構／  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／  針位置自動修正機能／ 精度：非受信時平均月差±15秒 

P5 上段
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ドルチェ&エクセリーヌ 上質な大人のドレスウオッチとして愛され続ける
ドルチェ&エクセリーヌが、30 周年を迎えました。

SADZ071
 78,750円   （税抜き 75,000 円） 
 ステンレスケース 
 サファイアガラス 
   フルオートカレンダー機能 

DB

F SWDT031
 78,750円   （税抜き 75,000 円） 
 ステンレスケース 
 サファイアガラス 

DB

F SADZ073
 78,750円   （税抜き 75,000 円） 
 ステンレスケース 
 サファイアガラス 
   フルオートカレンダー機能 

DB

F SWDT033
 78,750円   （税抜き 75,000 円） 
 ステンレスケース 
 サファイアガラス 

DB

F

SADZ061
 126,000円   （税抜き 120,000 円） 
 ブライトチタンケース
  裏ぶた：純チタン 
 サファイアガラス 
   フルオートカレンダー機能 

DB

F SADZ063
 126,000円   （税抜き 120,000 円） 
 ブライトチタンケース
  裏ぶた：純チタン 
 サファイアガラス 
   フルオートカレンダー機能 

DB

F SADZ066
 105,000円   （税抜き 100,000 円） 
 ステンレスケース（一部金色めっき） 
 サファイアガラス 
   フルオートカレンダー機能 

DB

F SWDT026
 105,000円   （税抜き 100,000 円） 
 ステンレスケース（一部金色めっき） 
 サファイアガラス 

DB

F

フル充電時約6ヶ月間駆動／  パワーセーブ機能（フル充電時約1.5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／  針位置自動修正機能／ 精度：非受信時平均月差±15秒 

P6
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スピリット

SBTM113
 52,500円   （税抜き 50,000 円） 
 純チタンケース 
 サファイアガラス 
   フルオートカレンダー機能 

DB

F SSDT033
 52,500円   （税抜き 50,000 円） 
 純チタンケース 
 サファイアガラス 

DB

F SBTM117
 52,500円   （税抜き 50,000 円） 
 純チタンケース 
 サファイアガラス 
   フルオートカレンダー機能 

DB

F SSDT037
 52,500円   （税抜き 50,000 円） 
 純チタンケース 
 サファイアガラス 

DB

F

SBTM126
 52,500円   （税抜き 50,000 円） 
 ステンレスケース（一部金色めっき） 
 サファイアガラス 
   フルオートカレンダー機能 

DB

F SSDT026
 52,500円   （税抜き 50,000 円） 
 ステンレスケース　
（一部ピンクゴールド色めっき） 
 サファイアガラス 

DB

F SBTM087
 42,000円   （税抜き 40,000 円） 
 ステンレスケース 
 サファイアガラス 
   フルオートカレンダー機能 

DB

F SSDT027
 42,000円   （税抜き 40,000 円） 
 ステンレスケース 
 サファイアガラス 

DB

F

フル充電時約6ヶ月間駆動／  パワーセーブ機能（フル充電時約1.5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／  針位置自動修正機能／ 精度：非受信時平均月差±15秒 

P7
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SBTM133
 73,500円   （税抜き 70,000 円） 
 純チタンケース
  裏ぶた：純チタンとガラス 
 サファイアガラス 

DB

F SBTM135
 73,500円   （税抜き 70,000 円） 
 純チタンケース（硬質コーティング）
  裏ぶた：純チタン（硬質コーティング）とガラス 
 サファイアガラス 

DB

F SBTM085
 73,500円   （税抜き 70,000 円） 
 純チタンケース（一部硬質コーティング）　
裏ぶた：純チタンとガラス 
 サファイアガラス 

DB

F

スピリット

SBTT009
 68,250円   （税抜き 65,000 円） 
 ステンレスケース 
 サファイアガラス 
フル充電時約9ヶ月間駆動
  パワーセーブ機能（フル充電時約2年）
レトログラード式曜日機構

DBm

F SBTM103
 63,000円   （税抜き 60,000 円） 
 純チタンケース（一部硬質コーティング） 
 サファイアガラス 
フル充電時約6ヶ月間駆動
  パワーセーブ機能（フル充電時約1.5年）

DB

F SBTM097
 42,000円   （税抜き 40,000 円） 
 ステンレスケース 
 サファイアガラス 
フル充電時約6ヶ月間駆動
  パワーセーブ機能（フル充電時約1.5年）

DB

F

アドバンウェーブ

フルオートカレンダー機能／    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／  針位置自動修正機能／
精度：非受信時平均月差±15秒

P8 下段

フル充電時約6ヶ月間駆動／  パワーセーブ機能（フル充電時約1.5年）／フルオートカレンダー機能／  電波修正機能（日本・中国・アメリカから発信される標準電波を受信）  ／
  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／  針位置自動修正機能／精度：非受信時平均月差±15秒

P8 上段
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SSVE045
 49,350円   （税抜き 47,000 円） 
 ステンレスケース 
 サファイアガラス 

DB

10月発売予定

FSSVE046
 50,400円   （税抜き 48,000 円） 
 ステンレスケース
  （一部ピンクゴールド色めっき） 
 サファイアガラス   

DB

10月発売予定

F SSVE043
 47,250円   （税抜き 45,000 円） 
 ステンレスケース 
 サファイアガラス 

DB

10月発売予定

F

SSVE034
 55,650円   （税抜き 53,000 円） 
 ステンレスケース
（一部ピンクゴールド色めっき） 
 サファイアガラス 

DB

F SSVE037
 54,600円   （税抜き 52,000 円） 
 ステンレスケース 
 サファイアガラス 

DB

F SSVE039
 47,250円   （税抜き 45,000 円） 
 ステンレスケース 
 サファイアガラス 

DB

F SSVE041
 47,250円   （税抜き 45,000 円） 
 ステンレスケース 
 サファイアガラス 

DB

F

ルキア

フル充電時約6ヶ月間駆動／  パワーセーブ機能（フル充電時約1.5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／  針位置自動修正機能／ 精度：非受信時平均月差±15秒 

P9
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SBPG001
 31,500円   （税抜き 30,000 円） 
 ステンレスケース 

DB

FSBPM001
 57,750円   （税抜き 55,000 円） 
 ステンレスケース（硬質コーティング） 
 デュアルカーブガラス 

DB

F SBPM003
 52,500円   （税抜き 50,000 円） 
 ステンレスケース（硬質コーティング） 
 デュアルカーブガラス 

DB

F SBPG003
 36,750円   （税抜き 35,000 円） 
 ステンレスケース（硬質コーティング） 

DB

F

アドバンウェーブ

DB

SBTM139
 52,500円   （税抜き 50,000 円） 
 ステンレスケース(硬質コーティング) 
裏ぶた：ステンレスとガラス
   電波修正機能（日本・中国・アメリカから
発信される標準電波を受信）   

F

DB

SBTM137
 47,250円   （税抜き 45,000 円） 
 ステンレスケース
  裏ぶた：ステンレスとガラス 
   電波修正機能（日本・中国・アメリカから
発信される標準電波を受信） 

F

DB

SBTM127
 39,900円   （税抜き 38,000 円） 
 ステンレスケース 
   電波修正機能（2局自動選択受信） 

F
DB

SBTM129
 45,150円   （税抜き 43,000 円） 
 ステンレスケース（硬質コーティング）　
裏ぶた：ステンレス 
   電波修正機能（2局自動選択受信） 

F

フル充電時約6ヶ月間駆動／  パワーセーブ機能（フル充電時約1.5年）／  フルオートカレンダー機能／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／
  針位置自動修正機能／ 精度：非受信時平均月差±15秒 

P10 下段

スピリット

 フル充電時約3ヶ月間駆動／  パワーセーブ機能（フル充電時約11ヶ月）／  ストップウオッチ機能（1/100秒計測 10時間計）／  アラーム機能（デイリーアラーム 3ch）／
  タイマー機能／  フルオートカレンダー機能／  ワールドタイム機能（32都市）／  タイムトランスファー機能／  デュアルタイム表示機能／  サウンドデモ機能／  
電波修正機能（日本・アメリカ・ドイツ・イギリスから発信される標準電波を受信）／  自動受信機能／  強制受信機能／  受信結果表示機能 ／ 精度：非受信時平均月差±20秒 

P10 上段（SBPG003,001）

 フル充電時約6ヶ月間駆動／  パワーセーブ機能（フル充電時約1.5年）／  フルオートカレンダー機能／  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／  針位置自動修正機能 ／精度：非受信時平均月差±15秒

P10 上段（SBPM001,003）
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SBDM001
 115,500円   （税抜き 110,000 円） 
 純チタンケース（一部硬質コーティング） 
 サファイアガラス 

DBm

F SBDM003
 115,500円   （税抜き 110,000 円） 
 純チタンケース（一部硬質コーティング） 
 サファイアガラス 

DBm

F

SBDG001
 19,950円   （税抜き 19,000 円） 
 プラスチックケース
  裏ぶた：ステンレス 

DB

F

DB

SBDG003
 19,950円   （税抜き 19,000 円） 
 プラスチックケース
  裏ぶた：ステンレス 

F

SBDG005
 19,950円   （税抜き 19,000 円） 
 プラスチックケース
  裏ぶた：ステンレス 

DB

F

DB

SBDG007
 19,950円   （税抜き 19,000 円） 
 プラスチックケース
  裏ぶた：ステンレス 

F

フル充電時約3ヶ月間駆動／  パワーセーブ機能（フル充電時約10ヶ月）／  ストップウオッチ機能（1/100秒計測 10時間計）／  ラップメモリー機能（最大150）／
  アラーム機能（デイリーアラーム 2ch）／  タイマー機能／  フルオートカレンダー機能／  ワールドタイム機能（32都市）／  サウンドデモ機能／  
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／ 精度：非受信時平均月差±20秒 

P11 上段 

プロスペックス

クロノグラフ

フル充電時約6ヶ月間駆動／  パワーセーブ機能（フル充電時約2年）／  24時針つき／  ストップウオッチ機能（1/5秒計測 60分計）／  フルオートカレンダー機能／  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／  針位置自動修正機能／  タキメーターつき／ 精度：非受信時平均月差±15秒 P11 下段 


