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3830624 SBXC019

SEIKO アストロン グローバルライン オーセンティック

SEIKO アストロン グローバルライン オーセンティック

アストロン史上最高性能を誇る「�X シリーズ」から
使い勝手の良いステンレススチールモデルの登場です。

永く愛用できるタイムピース
風防素材：サファイアガラス
表示タイプ：アナログ

留め金：三つ折れタイプ中留

ケース素材：ステンレス鋼

ケース直径・幅：42.7mm ケース厚：13.3mm

バンド素材・タイプ：ステンレスブレスレットタイプ

バンドカラー：シルバー
文字盤カラー：ブルー

ムーブメント：クォーツ

世界初のクオーツウオッチとして
���� 年に発売した【セイコー クオー
ツ アストロン】のデザインをベースに
しながら、ステンレススチール素材の
ポテンシャルを最大限に引き出した大
胆なまでのザラツ研磨面が特徴の高質
間のあるモダナイズデザインです。

返品
不可

SEIKO アストロン グローバルライン オーセンティック

究極のケアフリー
「スーパースマートセンサー（自動時刻修正）」

キャリバーNo：5X53

駆動方式：ソーラーGPS衛星電波修正

精度：±15秒/月

ケース材質：ステンレス

ケースコーティング：ダイヤシールド
ガラス：デュアルカーブサファイア

中留：ワンプッシュ三つ折れ方式

ケースサイズ：13.3×42.7×49.9mm
腕周り長さ
（最長）
：190mm

風防素材：サファイアガラス
表示タイプ：アナログ

留め金：三つ折れタイプ中留

ケース素材：ステンレス鋼

ケース直径・幅：42.7mm ケース厚：13.3mm

バンド素材・タイプ：ステンレスブレスレットタイプ

バンドカラー：ブラック

文字盤カラー：ブラック

ムーブメント：クォーツ

２０７,１６０円

3830626 SBXC049

ダイヤルに太陽が当たると
自動で受信を開始

幅広いライフスタイルに
フィットするグローバルライン

キャリバーNo：5X53

駆動方式：ソーラーGPS衛星電波修正

精度：±15秒/月

ケース材質：ステンレス

ケースコーティング：スーパーブラックダイヤシールド
ガラス：デュアルカーブサファイア

中留：ワンプッシュ三つ折れ方式

ケースサイズ：13.3×42.7×49.9mm
腕周り長さ
（最長）
：195mm

返品
不可

キャリバーNo：5X53

新設計モジュールと圧倒的な運針スピード
「高速タイムゾーン修正機能」

ケース材質：純チタン ベゼル：純チタンとセラミックス
裏ふた：純チタンとガラス

ケースコーティング：ローズゴールドダイヤシールド
ガラス：サファイア

中留：ワンプッシュ三つ折れ方式

ケースサイズ：12.2×42.9×50.7mm
腕周り長さ
（最長）
：200mm

返品
不可

精度：±15秒/月

ケースコーティング：ダイヤシールド
ガラス：デュアルカーブサファイア

中留：ワンプッシュ三つ折れ方式

ケースサイズ：14.7×42.8×50.3mm
腕周り長さ
（最長）
：198mm

ガラス：サファイア

中留：ワンプッシュ三つ折れ方式

ケースサイズ：12.2×42.9×50.7mm
腕周り長さ
（最長）
：193mm

地球上のどこにいても GPS 衛星から
の電波を受信して、緯度・経度・高度
を特定し、すばやく現在地の正確な時
刻を表示します。

返品
不可

２２６,８３０円

SEIKO アストロン グローバルライン オーセンティック

星雲 ( ネビュラ ) をモチーフとした美しい
ダイヤルデザインが特徴のステンレスモデル

多様な環境に耐える �� 気圧防水、操
作性の高い大きなボタン形状、暗闇で
もより見やすい充填ルミブライト、軽
くて使いやすいチタニウムケースなど
により、より広い場面で活躍できる
GPS ソーラーウオッチです。

返品
不可

キャリバーNo：5X53

駆動方式：ソーラーGPS衛星電波修正

精度：±15秒/月

ケース材質：ステンレス ベゼル：セラミックス

ケースコーティング：スーパーブラックダイヤシールド
ガラス：デュアルカーブサファイア

中留：ワンプッシュ三つ折れ方式

ケースサイズ：13.5×42.7×49.9mm
腕周り長さ
（最長）
：193mm

高速タイムゾーン修正機能、タイムト
ランスファー機能、スーパースマート
センサー（自動時刻修正）、国内使用
における GPS 衛星電波受信の性能アッ
プの特徴を持ち、圧倒的なスピード感
とストレスフリーを実現しています。

返品
不可

２４６,４７０円

3830633 SBXC063

どこにいても正確な時刻がわかるボーダーレスなアストロン
その活動領域をさらに広げる仕様をもつグローバルライン スポーツ

ケース材質：純チタン

ケースコーティング：ダイヤシールド

２２６,８３０円

SEIKO アストロン グローバルライン スポーツ

駆動方式：ソーラーGPS衛星電波修正

ケース材質：純チタン ベゼル：セラミックスと純チタン

受信性能に関わる全ての部材を新開
発。� 軸独立運針（時・分・秒針独立モー
ター）と高速モーターにより、時刻修
正時の運針速度が劇的に向上。
東京→NY（時差 �� 時間）での運針速
度の比較 �X シリーズ：�� 秒 �X シ
リーズ：� 秒

3830632 SBXC065

キャリバーNo：5X53

２２６,８３０円

3830631 SBXC079

SEIKO アストロン GPS ソーラー

精度：±15秒/月

駆動方式：ソーラーGPS衛星電波修正

精度：±15秒/月

２２６,８３０円

3830630 SBXC006

駆動方式：ソーラーGPS衛星電波修正

返品
不可

世界初の GPS ソーラーウオッチは
次のステージへ

「スマートセンサー（自動時刻修正）」
がさらに進化。太陽光を感知してから
精度：±15秒/月
受信開始するまでの時間を、ユーザー
ケース材質：純チタン ベゼル：セラミックスと純チタン
の使用環境に応じてより受信成功率の
ケースコーティング：ダイヤシールド
高いタイミングへ自動的に可変させる
ガラス：サファイア
新システムを採用。最大 � 日 � 回の自
中留：ワンプッシュ三つ折れ方式
動時刻修正を行い、より高い時刻精度
ケースサイズ：12.2×42.9×50.7mm
を実現します。

キャリバーNo：5X53

インデックスの立体感を際立たせた視
認性の高いダイヤルデザイン。透明度
の高いスーパークリアコーティングが
施されたデュアルカーブサファイアガ
ラス。視認性を高くするためルミブラ
イトが充填された �� か所のインデッ
クス。

SEIKO アストロン GPS ソーラー

駆動方式：ソーラーGPS衛星電波修正

腕周り長さ
（最長）
：193mm

２０７,１６０円

3830629 SBXC001

SEIKO アストロン GPS ソーラー

キャリバーNo：5X53

返品
不可

SEIKO アストロン グローバルライン オーセンティック

２０７,１６０円

3830628 SBXC003

おおらかなカーブを描くケースシル
エット、大きく張り出したかん先、細
身のベゼルなど、「クオーツ アストロ
ン」のデザインコードを受け継ぎなが
ら、現代的な解釈を加えたメリハリの
ある立体形状と歪みのない美しい鏡面
仕上げのケースが特徴です。

3830627 SBXC077

GPS 衛星からの自動時刻受信を � 日に
最大 � 回実行するアストロンだけの機
能。毎日、外出時などに、ダイヤルに
太陽光が当たると自動で受信タイミン
グを調整し、GPS 衛星電波受信を開始。
受信した時刻情報に対しわずかでもズ
レがあれば、その都度正確な時刻へ修
正します。

返品
不可

世界初の、GPS ソーラーウオッチ。

3830625 SBXC024

２５６,３００円

SEIKO アストロン グローバルライン スポーツ

鏡面仕上げで精悍な輝きを放つ
アストロン初となるチタン製ベゼル

キャリバーNo：5X53

駆動方式：ソーラーGPS衛星電波修正

精度：±15秒/月

ケース材質：純チタン

ケースコーティング：ダイヤシールド
ガラス：デュアルカーブサファイア

中留：ワンプッシュ三つ折れ方式

ケースサイズ：14.7×42.8×50.3mm
腕周り長さ
（最長）
：188mm

インデックスの立体感を際立たせた視
認性の高いダイヤルデザインと、腕元
で映える透明感の高い新しいシルバー
カラー。透明度の高いスーパークリア
コーティングが施されたデュアルカー
ブサファイアガラス。視認性を高くす
るためルミブライトが充填された ��
か所のインデックス。

返品
不可

２５６,３００円

