
3730635 3730636

3730637 3730638

3730639 3730640

3730641 3730642

CC3064-86E
CITIZEN PROMASTER LAND シリーズ

BN2031-85E
CITIZEN PROMASTER MARINE シリーズ

CB5001-57E
CITIZEN PROMASTER SKY シリーズ

BN4046-10X
CITIZEN PROMASTER LAND シリーズ

PMD56-2952
CITIZEN PROMASTER LAND シリーズ

CB5036-10X
CITIZEN PROMASTER LAND シリーズ

CC3085-51A
CITIZEN ATTESA ACT Line

CB0215-51E
CITIZEN ATTESA ACT Line

防水：日常生活用強化防水(20気圧)
精度：平均月差±15秒

防水：日常生活用強化防水（20気圧）
精度：平均月差±15秒

防水：日常生活用強化防水（10気圧）
精度：平均月差±5秒

防水：日常生活用強化防水（10気圧）
精度：平均月差±15秒

防水：日常生活用強化防水（20気圧）
精度：平均月差±15秒

防水：日常生活用強化防水(20気圧)
精度：平均月差±15秒

防水：200m潜水用防水
精度：平均月差±15秒

最大 ��m まで計測可
能な針式の水深計機能
を搭載。他社製品にな
いスペックを持つダイ
バーズウオッチとして
存在感をアピールしま
す。

デザイン DNA の一つ
である航空計算尺を
使った緻密なフェイス
デザインに、トレンド
のミリタリーテイスト
を加えました。

本格派のアウトドア
ウオッチ「エコ・ド
ライブ アルティクロ
ン」の新モデルです。
��,���m まで計測可
能な高度計と電子コ
ンパスを搭載してい
ます。

特徴のあるベゼル形
状に視認性の良いイ
ンデックス、針やパー
ツ部分に挿し色を入
れることで、よりス
ポーティーなモデル
に仕上がりました。
ケース形状やケース
ラグ裏も流線型に
なっており、腕に
フィットしやすい形
状になっています。
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機能性、耐久性、安全性を兼ね備えた
本格スポーツウオッチ、シチズンプロマスター

アナログ水深計を搭載した
ISO・JIS 規格 200m対応モデル

立体感のある文字板に力
強いインデックス、外周
に都市表記をデザインし、
アクティブな印象に仕上
げています。

トレッキングや登山を楽しむユーザーに。
高度計とコンパスを搭載した、アウトドアウオッチ。

前向きで活動的なイメージを表現する
新モデル「ACT Line」のGPS衛星電波時計

ケース材質：ステンレス

ガラス材質：サファイアガラス
ケースサイズ：横 44.3mm×厚さ14.3mm

防水：日常生活用強化防水(20気圧)
重さ：185ｇ

精度：平均月差±5秒

中留：三ツ折れプッシュタイプ中留
ケース材質：ステンレス

ガラス材質：クリスタルガラス
ケースサイズ：横 46.1mm×厚さ16.4mm
重さ：215ｇ

中留：三ツ折れプッシュタイプ中留

ケース材質：ステンレス

ガラス材質：サファイアガラス
ケースサイズ：横45.9mm×厚さ13.7mm
重さ：191ｇ

中留：三ツ折れプッシュタイプ中留

航空計算尺を備えたフェイスデザイン
世界 4エリア受信の電波時計

ケース材質：ステンレス

ガラス材質：クリスタルガラス
ケースサイズ：横46mm×厚さ14.4mm
重さ：121ｇ

バンド：ナイロン

ケース材質：スーパーチタニウム

ガラス材質：球面サファイアガラス
ケースサイズ：横 39mm×厚さ11.4mm
重さ：100ｇ

中留：三ツ折れプッシュタイプ中留
ケース材質：ステンレス

ガラス材質：サファイアガラス
ケースサイズ：横 44.6mm×厚さ12.6mm
重さ：106ｇ

バンド：ウレタン

ケース材質：スーパーチタニウム

ガラス材質：サファイアガラス
ケースサイズ：横 43.5mm×厚さ13.2mm
重さ：103ｇ

中留：三ツ折れプッシュタイプ中留
ケース材質：スーパーチタニウム

ガラス材質：サファイアガラス
ケースサイズ：横 42.5mm×厚さ10.1mm
重さ：89ｇ

中留：三ツ折れプッシュタイプ中留

エッジを効かせたカジュアルすぎない、
アクティブなデザイン。

１１３,８００円 ６９,５００円

６４,６００円 ７０,５００円

６９,５００円 ５１,８００円

１６２,９００円 ９９,０００円



3730643 3730644

3730645 3730646

3730647 3730648

3730649 3730650

BZ1045-05E
CITIZEN エコドライブ Bluetooth W770

BZ4006-01E
CITIZEN エコドライブ Bluetooth W410

CB5874-90A
CITIZEN ダイレクトフライト

BL5496-96L
CITIZEN エコドライブ クロノグラフ

VO10-6741F
CITIZEN エコドライブ クロノグラフ

NK0000-10A
CITIZEN メカニカル

NP1014-51E
CITIZEN メカニカル

NH9114-81P
CITIZEN メカニカル

防水：日常生活用強化防水(10気圧)
精度：平均月差±15秒

防水：日常生活用強化防水（10気圧）
精度：平均月差±15秒

防水：日常生活用強化防水（10気圧）
精度：平均日差-20秒～+40秒

防水：日常生活用強化防水（10気圧）
精度：平均日差-20秒～+40秒

防水：日常生活用強化防水（5気圧）
精度：平均日差-20秒～+40秒

防水：日常生活用強化防水(10気圧)
精度：平均月差±15秒

防水：日常生活用強化防水(10気圧)
精度：平均月差±15秒

光発電エコ・ドライブを
はじめ、音と針による電
話・メール・SNS の着信
通知、リンク切れ通知、
スマートフォンサーチ、
� つまで設定できるア
ラーム、海外でも便利な
ワールドタイム機能、時
刻の同期機能を搭載して
います。

スマホユーザーに満足
度の高い着信通知機能
を搭載。
洗練されたデザインと
高級感、時計自体の美
しさを持った、新しい
スマートウオッチです。

世界の時差を表示する
ワールドタイム機能を
搭載。
クロノグラフ、日付表
示などを搭載した高機
能モデルです。

オンでもオフでも着こな
しやすいデザインのクロ
ノグラフ。
チェッカーフラッグ柄の
入ったブラックダイヤル
に、ブルーのポイントカ
ラーを施し、スポーティ
さを表現しました。

文字板の � 時位置の部分
がくり貫かれているの
で、機械式時計の心臓部
であるテンプの繊細な動
きをじっくり見ることが
できます。裏ぶたがガラ
スなので、回転する錘部
分とメカが見えます。

光発電機能のエコ・ドライ
ブ搭載、�� 気圧防水を使用
した充実のスペック。安心・
安全の「Made in Japan」。

最大巻上時間は約 �� 時
間、りゅうずを引くと
秒針が止まる「秒針停
止機能」を搭載した高
機能機械式モデルです。
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メカニックな動きを見て
楽しめるオープンハート
仕様とシースルーバック
を採用しています。

金属文字板 (サブダイヤルを除く )を使用した、
メタリック感溢れるスタイリッシュなデザイン

高品位メカニカルウオッチ

CITIZEN
COLLECTION

ケース材質：スーパーチタニウム

ガラス材質：サファイアガラス
ケースサイズ：横 48mm×厚さ15.7mm

防水：日常生活用強化防水(10気圧)
重さ：88ｇ

精度：平均月差±15秒

バンド：ウレタン
ケース材質：スーパーチタニウム

ガラス材質：サファイアガラス
ケースサイズ：横 40.5mm×厚さ10.7mm
重さ：54ｇ

バンド：ウレタン

ケース材質：ステンレス

ガラス材質：サファイアガラス
ケースサイズ：横43mm×厚さ12mm
重さ：166ｇ

中留：三ツ折れプッシュタイプ中留
ケース材質：ステンレス

ガラス材質：球面クリスタルガラス
ケースサイズ：横39.5mm×厚さ11.1mm
重さ：130ｇ

中留：三ツ折れプッシュタイプ中留

ケース材質：ステンレス

ガラス材質：クリスタルガラス
ケースサイズ：横 39.8mm×厚さ11.2mm
重さ：141ｇ

中留：三ツ折れプッシュタイプ中留
ケース材質：ステンレス

ガラス材質：ボックス型クリスタルガラス
ケースサイズ：横 41mm×厚さ12.6mm
重さ：75ｇ

中留：両プッシュ観音開きタイプ中留

ケース材質：ステンレス

ガラス材質：サファイアガラス
ケースサイズ：横 39.6mm×厚さ11.2mm
重さ：144ｇ

中留：三ツ折れプッシュタイプ中留
ケース材質：ステンレス

ガラス材質：サファイアガラス
ケースサイズ：横 40mm×厚さ12.9mm
重さ：137ｇ

中留：三ツ折れプッシュタイプ中留

クラシカルテイストのメカニカルモデル

近未来的なデザインで人気の
オリジナルモデルのデザインを継承

腕時計本来の美しくスマートなデザインを追求した、
ユニセックスサイズのコネクテッドウオッチ

ビジネスからカジュアルシーンまで、
様々なシーンに調和するデザイン

さりげないカラーがポイントの、
スポーティデザインクロノグラフ

クラシックな印象のメカニカルモデルを
飽きの来ないスタンダードで

クリーンなデザインに仕上げました。

８９,２００円 ７９,４００円

４９,８６０円 ４０,０００円

２２,３００円 ４３,０００円

４７,９００円 ４２,０００円
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