■GPSとは

GPS（Global Positioning System）
とは、全地球航空測位システムのこと。衛星電波をキャッチすることで、現在地の位置情報を取得でき、
カーナビゲーションやスマートフォンなどに使用
されています。GPS衛星は、31基で地球全域をカバーしており、3基以上を捕捉することで、現在地の特定が可能。
また、GPS衛星には、誤差10万年に1秒という精度を誇る原子時計が搭載
され、正確な時刻情報の取得にも利用できます。

■GPS衛星電波受信のしくみ

GPS衛星からキャッチした位置情報をもとに、現在地の緯度・経度を特定。今いる場所のタイムゾーンを確定し、サマータイム情報を自動的に判断、
さらに標準電波を受信できるエリアかどうかも
判断します。標準電波エリア外の場合、GPS衛星から取得した時刻情報をもとに時刻を自動修正します。
カシオのGPS衛星電波受信モデルは、
これらすべての手順をワンプッシュオペレーションで
実現。正確な時刻表示を、
より素早く、
より確実に行うことができます。
●位置情報の取得について 地球全域を約500m単位でグリッド化した高分解能の地図データを内蔵。
GPS衛星からの位置情報をもとに精密な解析を行い、
現在地をより正確に特定します。
●自動受信について 空が見える視界の開けた場所で、時計に光が当たることにより、
GPS衛星からの電波を受信。最大1日に1回自動で受信が行われます。

■GPS衛星電波受信の方法

受信に適した場所に移動して、
文字板を真上または空の方向に向けます。

【 受 信し や す い 】 ビルや樹木など視界を遮るものがなく、上空がよく見える屋外で文字板を真上に向けてください。受信しにくいときは、文字板を上に向けて動かさないようにしてください。
【 受 信し にくい 】 右記の場所では、GPS衛星電波を受信しにくくなります。・上空の見える範囲が狭い場所 ・樹木やビルの近く・駅や空港など混雑した場所
【 受 信 できな い 】 右記の場所では、GPS衛星電波を受信できません。・上空が見えない場所 ・地下、
トンネル内 ・屋内（窓の近くでは受信できることがあります）・無線通信機器など磁気を発する機器の近く

■飛行機内での使用について

WATCH COLLECTION

飛行機内など電波の受信が禁止または制限されている場所では、機内モードに切り替えてください。機内モードにするとGPS衛星電波と標準電波を受信できなくなります。

■うるう秒の受信について

うるう秒とは、非常に正確なセシウム原子時計の標準時と地球の動き
（自転、公転）
に基づいて決められる世界時との誤差を調整するための秒（1秒）。
●6月1日以降または12月1日以降にGPS衛星電波を受信すると、
うるう秒情報を受信します。◎うるう秒情報を一度受信すれば、
次の6月1日または12月1日まで、
うるう秒情報を受信することはありません。◎受信が
成功していないと、正しく時刻が表示できない場合があります。●右記の状況でGPS衛星電波を受信したときも、
うるう秒情報を受信します。◎長期間、GPS衛星電波を受信しなかったとき ◎うるう秒情報の受信に
失敗したとき
（うるう秒情報は成功するまで受信を繰り返します）

■標準電波時計について 受信可能な地域はモデルによって異なります。
【中 国】

【日 本 】
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【 北米地域 】
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ドイツ
マインフリンゲン DCF77

※台湾エリアでは、
条件が良ければ受信することができます。
（日本標準電波受信仕様モデル）

（周波 アメリカのコロラド州にあるフォートコリンズ送信所（周波数：
福島局（周波数：40kHz）
と九州局（周波数：60kHz）
から、 北京の南南西に位置する河南省商丘市にある送信所
から送信されています。標準電波（BPC）
は、 60kHz）
から、北米地域に送信されています。標準電波
日本全国に送信されています。標準電波（JJY）
は国立研究 数：68.5kHz）
中国科学院国家授時中心（National Time Service （WWVB）
は北米標準技術局（NIST）
が運用しています。
開発法人情報通信研究機構（NICT）
が運用しています。
Center）
が運用しています。
※図は受信範囲の目安です。図の範囲内でも、季節・天候・時間帯・建物などの条件により受信できない場合があります。※内側の円の範囲を越えると電波が弱くなりますので、受信しにくく
なる場合があります。※時計をご使用になる国と標準電波を送信している国で、
サマータイム制度（サマータイムの有無や実施期間など）
が異なる場合、正しい時刻が表示されないことがあります。

77.5kHz

イギリスのロンドン北北西に位置するアンソーン送信所
（周波
数：60kHz）
から送信される標準電波MSFと、
ドイツのフランク
フルト南東に位置するマインフリンゲン送信所（周波数：
77.5kHz）
から送信される標準電波DCF77の2種類があり
ます。
それぞれ、
イギリスの国立物理学研究所
（NPL）
と、
ドイツ
の物理・技術連邦院（PTB）
によって運用されています。

■標準電波時計の使用環境について 標準電波時計は、テレビやラジオと同様に、電波を受信するものです。以下のような環境では受信できない場合があります。
●自動車、電車、飛行機など、乗物の中。 ●電波障害が起きやすい、工事現場、空港のそば、交通量の多い場所など。 ●高圧線、架線の近く。 ●家庭電化製品、
ＯＡ機器のそば。 ●金属板の上、
山の裏側など。 ●マンションやビルなどの鉄筋、鉄骨の建物の中、
およびその周辺。※但し、窓際などでは受信しやすくなります。
※その他季節や天候、時間帯などにより、標準電波を受信できない場合があります。 ※標準電波受信が行われない場合は、
通常のクオーツ精度で動作します。
平均月差±15〜±30秒、
モデルによって異なります。

標準電波・電波発信情報に関する
【国立研究開発法人情報通信研究機構】https://www.nict.go.jp/ 【日本標準時グループ】http://jjy.nict.go.jp
詳しい情報は、
こちらのホームページをご覧ください。 ※標準電波は国立研究開発法人情報通信研究機構（NICT）が運用しています。

警告

安全上のご注意

正しく安全にお使いいただくために、
ご使用の前に必ず取扱説明書をお読みください。

●20気圧・10気圧・5気圧・日常生活用防水機種は、
スクーバダイビングには使用できません。
●飽和潜水には使用できません。
（ISO防水モデル）●バディシステムの代用には使用できません。
（ISO防水モデル）
●電池交換及び防水検査（オーバーホール）
は必ずカシオテクノ株式会社で行ってください。
（ISO防水モデル）

●GPSハイブリッド電波ソーラーとは、
カシオ独自のソーラー充電システムで駆動し、GPS（Global Positioning System：汎世界測位【全地球航空測位】
《機能・操作・購入先等のご相談窓口》
システム）
による位置の測定または電波により時刻を修正する機能です。
●
「Bluetooth」
は、
米国Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。
●iPhoneは米国
PHS・IP電話・公衆電話からは03-5334-4869
および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。App StoreはApple Inc.のサービスマークです。●iOSは米国シスコの商標または登録商標です。
●Android、
Google Play および Google Play ロゴは、
Google LLC の商標です。
●その他記載された社名及び製品名は、
各社の商標または登録商標
全国一律料金でご利用いただけます。
https://casio.jp/support/contact/before/
です。
●電波時計は標準電波を受信して時刻修正を行いますが、
時計内部の演算処理等により若干
（1秒未満）
のずれが発生します。
●電波時計モデルの
受付時間：月曜日〜土曜日 AM9：00〜PM5：30（日・祝日・弊社指定休業日は除く）
時針・分針は5秒または10秒、20秒ごとに運針、
モデルによって異なります。●標準電波は送信施設の整備等の都合により停波されることがあります。
●時計にあらかじめセットされている電池は、
時計の機能や性能をチェックするためのモニター用電池です。
●デザイン・仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
●お買い求めの時には、
保証書を記入事項確認の上、
お受け取りください。
●品切れの
際はご容赦ください。●このカタログの記載内容は、2020年5月現在のものです。●表示価格は、
すべてメーカー希望小売価格です。●掲載商品の大きさは実物と異なります。●掲載商品の色調は印刷のため実物と異なることがあります。●このカタログの
内容についてのお問い合わせは、
お近くの販売店にご相談ください。●この印刷物で使用している写真、文言等のインターネットなどへの無断転載はお断りいたします。●樹脂(外装)部品は日々のご使用により劣化し、切れたり折れたりする場合があります。
電池交換ご依頼品の樹脂部品にヒビなどの異常がある場合、破損の恐れがありますので作業を行わずにご返却する旨のご案内をさせていただくことがございます。

0570-088955

●全ブランドのスマートフォンリンクモデルは、
日本の電波法の認証を取得しています。各国・地域の電波法の適合または認証については､
https://world.casio.com/ce/BLE/をご確認ください。電波法の適合または認証を取得していないエリアでご使用になると罰せられることがあります。
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D E S I G N

P17-20

革 新 の C M F デ ザインと、独 創 の テクノロジ ーをひとつ に 。

C M F

Color

独自のカラー開発や着色技術で、独創のスタイルを演出。

時計の本質である信頼性・実用性を支える独創のテクノロジーと、
時計の可能性を広げ、新たな価値を生み出す革新のCMFデザインを融合。

P 03 -16

次なる進 化 、新たな挑 戦 。

C A S I O

スケルトン
バンドに透ける素材の半透明樹脂を採用。

カラーIP
メタルウオッチのカラー表現の幅を拡大。

阿波藍
日本伝統の染色技法で藍の風合いを再現。

ウレタン
強さと軽さを併せ持つ樹脂素材。

メタル
強さと美しさを兼ね備えたメタル外装。

カーボン
最先端の高機能素材を使用したモノコックケース。

白蝶貝
阿波藍で着色した美しい白蝶貝文字板。

DLCコーティング
チタン素材にDLC処理を施し表面を硬化。

レーザー加工
形状に合わせてグリッドパターンをレーザー刻印。

チタンカーバイト処理
チタン素材に耐摩耗性の強化と美しい発色を実現。

ザラツ研磨
メタルパーツの一部に、平滑度の高いミラー面を創出。

P21-24

ホワイト
定番＝黒という常識を覆し、独自性を創出。

色彩表現、素材開発、仕上げを追求することで、
プロダクトの完成度を高め、
その進化を次なる領域へと導く。
カシオは、CMFで時計の未来を切り拓く。

Material

P25 -26

マルチカラーIP
多色の組み合わせでメタルパーツを着色。モデルごとに異なる独創的な色彩表現を実現。

先進の加工技術で、素材特性を生かした機能美を創出。

P29 -30

Finish

P31

独特の表情を生むこだわりの仕上げで、質感と存在感を向上。

P27-28

フッ素エラストマー
ダイビングでの使用を想定し、防汚性、耐加水分解性に優れたバンドを採用。

P32

蒸着処理
サファイアガラスにブルー蒸着を施し、
ダイバーズウオッチとしての実用性と上質さを追求。

P32

独自の時刻修正システム
より確実に、
より簡単に、
より正確に。
独自の時刻修正システムで、
常に正しい時刻をキープ。

P33

独創のテクノロジー
̶ 標 準電 波 受 信（ マルチバンド6 ）
世界６局の標準電波を受信し、
時刻を自動修正。
屋内受信、
夜間自動受信に対応。

̶スマートフォンリンク

片面高密度実装技術

太陽光はもちろん、蛍光灯などの光を動力に
変換するカシオ独自のソーラー充電システム。
強負荷のかかる各種機能を安定駆動。

Bluetooth®システムの部品点数削減・小型
化と独自の高密度実装技術により、電子部
品の実装を従来の両面から片面に変更し、
モジュールの薄型化を実現。

P3 4

1日4回スマートフォンに自動接続し時刻を自動修正。
タイムゾーンを越えた際は、
ワンプッシュで現地時刻を表示。

（ソーラー充電システム）
タフソーラー

ジーショック

耐衝撃
× ISO規格200m潜水用防水
× 水深計測対応トリプルセンサー

標準電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフ ソ ー ラ ー

標準電波受信機能

フルアナログという
新たな挑戦。

アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

￥130,000（税込￥143,000）
DLC処理
カーボンファイバーインサートバンド

針退避機能

耐磁時計
（JIS1種）

デュアルタイム
タイドグラフ
ダイビング機能
時刻アラーム
高輝度なLEDライト
内面無反射コーティング
サファイアガラス

[スマートフォンアプリ] 簡単操作で多機能を思いのままに。

フロッグマン

Special Features GWF-D1000

耐衝撃 × ISO規格200m潜水用防水
標準電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

トリプルセンサー for FROGMAN

G-SHOCK Connected

GWF-A1000-1A2JF

6月
発売予定 ￥90,000
（税込￥99,000）

ダイビングログ・タイドグラフ設定世界約３３００ポイント
FREE

カーボンコアガード構造
フッ素エラストマーバンド

Special Features GWF-A1000

フッ素エラストマーバンド
海中でのハードな使用を想定し、
フィット感の高い柔らかさを持ちながら、
防汚性、
耐加水分解性に優れたフッ素エラストマーを採用。

プロダイバーの要求に応えるため、
FROGMAN専用に
チューニングしたトリプルセンサーを搭載。
水深計測

水深を10cm単位で計測。
最大80mまでの水深計測に対応。

方位計測

計測時の傾斜を最大80度まで自動補正。
姿勢が安定しない水中でも正しい計測が可能。

タフ ソ ー ラ ー
耐衝撃構造
ISO規格200ｍ潜水用防水
ワールドタイム48都市
ムーンデータ
（月齢・月の形）
タイドグラフ
ダイビング機能
時刻アラーム5本
スクリューバック
フルオートELバックライト

ISO規格200m潜水用防水
高水圧に耐える堅牢フルメタルケースに、気密性の高いDLC処理
スクリューバックを採用。
プロダイバーの潜水活動を支える。

GWF-1000-1JF

￥68,000（税込￥74,800）
DLC処理
樹脂バンド

メタルリング

気密性の高い裏蓋一体型のモノコックケースを採用し、
素材に高強度で吸水性の低いカーボンファイバー強化樹
脂を使用。
さらに、
ガラスを圧入したメタルリングを6本のビ カーボン
モノコックケース
スで固定、
ボタンシャフトに3種
のガスケットを装着し、防水性
を高めた。裏面には、
アナログ
針を抱えたカエルのキャラク
ターを刻印。

トリプル
ガスケット

ダイブモード
潜水時間と水面休息時間を針で表示。
それぞれの計測状態を秒針の正
転・逆転で表す。潜水時、時針と分針を1本針として動かすことで、視認
性を高めた。

【潜水時間表示】

現在時刻
潜水時間（分）

潜水時間（秒）

【水面休息時間表示】
水面休息時間（時）

6月
発売予定

反時計回りに動く。

各￥90,000（税込￥99,000）

＜GWF-A1000＞●ハイブリッドマウント構造●針位置自動補正機能●1/1秒ストップウオッチ●タイマー●パワーセービング機能●精度：平均月差±15秒（標準
電波受信が行われない場合や、
スマートフォンと連携しない場合）
製品仕様について詳しくはG-SHOCK公式ウェブサイトをご覧ください。

水面休息時間（秒）

GWF-A1000-1AJF（左）
GWF-A1000-1A4JF（右）

カーボンコアガード構造
グレーIP
フッ素エラストマーバンド
※機能は上のGWF-A1000を参照。
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GWF-D1000B-1JF

タフ ソ ー ラ ー
耐衝撃構造
ISO規格200ｍ潜水用防水

スマートフォンリンク機能

スマートフォン連携により、
アプリ上でダイビングログの管理を実現。
フルモデルチェンジした耐衝撃ダイバーズウオッチ。

ISO規格200m潜水用防水

耐衝撃構造
ISO規格200ｍ潜水用防水
水深計測
方位計測（自動水平補正）
温度計測※1
ワールドタイム48都市
ムーンデータ
（月齢・月の形）
タイドグラフ
タイムスタンプ
ダイビング機能
時刻アラーム5本
スクリューバック
高輝度なフルオートLEDバックライト
内面無反射コーティング
サファイアガラス

水面休息時間（分）

【ダイビングログ】
潜水場所・日時・時間・本数などをタイムライン表示。
※画面は開発時のものです。
実際のデザインと異なる場合があります。

ガルフマン

ガルフマスター

耐衝撃 × 4（クワッド）センサー

耐衝撃 × トリプルセンサー

耐衝撃 × 防錆構造

標準電波受信機能

標準電波受信機能

標準電波受信機能

アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフ ソ ー ラ ー

タフ ソ ー ラ ー

タフ ソ ー ラ ー

耐衝撃構造
２０気圧防水
水深計測（50m）
方位計測（自動水平補正）
高度計測（10,000m）※2
気圧、温度計測※1
針退避機能
ワールドタイム48都市
ムーンデータ
（月齢）
タイドグラフ
時刻アラーム5本
内面無反射コーティングサファイアガラス
高輝度なフルオートダブルLEDライト

耐衝撃構造
２０気圧防水
方位計測
※2
高度計測（10,000m）
気圧、温度計測※1
針退避機能
ワールドタイム29都市
ムーンデータ
（月齢）
タイドグラフ
時刻アラーム5本
フルオートダブルLEDライト

耐衝撃構造
防錆構造
20気圧防水
ワールドタイム48都市
ムーンデータ
（月齢・月の形）
タイドグラフ
時刻アラーム5本
フルオートELバックライト

GWN-Q1000A-1AJF

GWN-1000B-1BJF

*メタルパーツ部：総チタンパーツ
（ビス・裏蓋・美錠・ボタンシャフト）

GW-9110-1JF

￥78,000（税込￥85,800）

￥57,000（税込￥62,700）

￥27,000（税込￥29,700）

ブルーIP
樹脂バンド

ブルーIP
樹脂バンド

樹脂バンド

※1 外気温を計測するときは、時計を腕から外して、体温、汗（水滴）、直射日光などの影響を受けないようにしてください。
※2 高度計は気圧変化を高度に変換する相対高度計です。気圧が気象条件により変化すると、計測値の高度も変化します。
＜共通仕様＞●1/100秒ストップウオッチ●方位計測機能（GWF-1000、GW-9110を除く）●温度計測機能（GWF-1000、GW-9110を除く）●タイマー●パワーセービング機能●バッテリーインジケーター表示●操作音ON/OFF切替機能●精度：平均月差
±15秒（標準電波受信が行われない場合）
＜GWF-D1000＞●ログデータ●タイムスタンプ機能＜GWF-1000＞●ログデータ＜GWN-Q1000＞●ハイブリッドマウント構造●針位置自動補正機能●気圧計測機能●高度計測機能●水深計測機能●リコー
ル
（高度・気圧・温度・方位・水深のマニュアルメモリー、
タイムスタンプなど）
●日の出・日の入時刻表示●タイムスタンプ機能＜GWN-1000＞●ハイブリッドマウント構造●針位置自動補正機能●気圧計測機能●高度計測機能
製品仕様について詳しくはG-SHOCK公式ウェブサイトをご覧ください。
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[スマートフォンアプリ] 簡単操作で多機能を思いのままに。

[スマートフォンアプリ] 簡単操作で多機能を思いのままに。

G-SHOCK Connected

G-SHOCK Connected

世界約300都市の時刻に簡単にアクセス

世界約300都市の時刻に簡単にアクセス

FREE

FREE

[TRIPLE G RESIST]
カーボンコアガード構造
× Bluetooth® × 電波ソーラー

カーボンコアガード構造
× マッドレジスト構造
（クワッド）
センサー
× Bluetooth® & 4
耐衝撃構造
防塵・防泥構造
20気圧防水
スマートフォンリンク機能
針退避機能
方位計測
高度計測（10,000m）※1
気圧、温度計測※2
歩数計測
ワールドタイム38都市
時刻アラーム5本
高輝度な
オートダブルLEDライト

GWR-B1000-1A1JF

GG-B100-1A3JF

￥90,000（税込￥99,000）

※機体写真：HondaJet Elite

素材提供協力：Honda Aircraft Company ©2020

グラビティマスター

[TRIPLE G RESIST]カーボンコアガード構造
× Bluetooth® × 電波ソーラー

￥45,000（税込￥49,500）

カーボンコアガード構造
カーボンベゼル
カーボンファイバーインサートバンド
※機能は左下のGWR-B1000を参照。

TRIPLE G RESIST

衝撃力、遠心重力、振動の3つの重力加速度に耐えるタフネス構造。

[TRIPLE G RESIST]
Bluetooth® × GPS電波ソーラー※1

標準電波受信機能

耐衝撃 × Bluetooth®

GPS衛星電波
受信機能

アメリカ電波対応
イギリス・
ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

耐衝撃構造
20気圧防水
スマートフォンリンク機能
針退避機能
ワールドタイム39都市
マルチアラーム5本
高輝度なフルオート
ダブルLEDライト

タフ ソ ー ラ ー

耐衝撃構造
耐遠心重力性能
耐振動構造
防錆構造
20気圧防水
スマートフォンリンク機能
デュアルタイム
日付・曜日表示
時刻アラーム
高輝度なLEDライト
内面無反射コーティング
サファイアガラス

耐衝撃構造
耐遠心重力性能
耐振動構造
20気圧防水
スマートフォンリンク機能
耐磁時計
（JIS1種）
ワールドタイム28都市
日付・曜日表示
時刻アラーム
高輝度なLEDライト
内面無反射コーティング
サファイアガラス

GWR-B1000-1AJF

GPW-2000-1A2JF

マッドマスター

耐衝撃 × マッドレジスト構造 & トリプルセンサー
タフ ソ ー ラ ー

標準電波受信機能

タフ ソ ー ラ ー

カーボンコアガード構造
カーボンファイバーインサートベゼル
樹脂バンド

GR-B100-1A2JF

耐衝撃 × マッドレジスト構造

耐衝撃 × マッドレジスト構造 & ツインセンサー

標準電波受信機能

標準電波受信機能

アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフ ソ ー ラ ー

タフ ソ ー ラ ー

耐衝撃構造
防塵・防泥構造
耐振動構造
20気圧防水
針退避機能
方位計測
※1
高度計測
（10,000m）
気圧、
温度計測※2
ワールドタイム29都市
時刻アラーム5本
フルオートダブルLEDライト
内面無反射コーティングサファイアガラス

GWG-1000-1A3JF

耐衝撃構造
防塵・防泥構造
20気圧防水
針退避機能
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
フルオートダブルLEDライト
液晶：高輝度なLEDバックライト
文字板：ネオンイルミネーター

（

）

GWG-100-1AJF

GG-1000-1A3JF

￥90,000（税込￥99,000）

￥100,000（税込￥110,000）

￥40,000（税込￥44,000）

￥80,000（税込￥88,000）

￥45,000（税込￥49,500）

￥37,000（税込￥40,700）

カーボンコアガード構造
カーボンベゼル
カーボンファイバーインサートバンド

ブルーIP
カーボンファイバーインサートバンド

ブルーIP
樹脂バンド
（2色成形）

ブラックIP
樹脂バンド

ブラックIP
樹脂バンド

ブラックIP
樹脂バンド

レンジマン

[TRIPLE G RESIST]
方位計測 × Smart Access

[TRIPLE G RESIST]
標準電波受信機能

標準電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフ ソ ー ラ ー

GW-A1100-1A3JF

[ソーラーアシスト※3 GPSナビゲーション]
耐衝撃 × マッドレジスト構造 & トリプルセンサー

耐衝撃 × 方位計測

アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

耐衝撃構造
耐遠心重力性能
耐振動構造
20気圧防水
方位計測
ワールドタイム29都市
日付・曜日表示
時刻アラーム
内面無反射コーティング
サファイアガラス
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耐衝撃構造
防塵・防泥構造
20気圧防水
方位計測
温度計測※2
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
高輝度な
オートLEDライト

タフ ソ ー ラ ー
耐衝撃構造
耐遠心重力性能
耐振動構造
20気圧防水
ワールドタイム29都市
日付・曜日表示
時刻アラーム

GW-4000-1AJF

耐衝撃構造
20気圧防水
温度計測※2
方位計測（磁気偏角補正）
針退避機能
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
高輝度なオートLEDライト

GPS衛星電波
受信機能
ソーラー充電システム
耐衝撃構造
防塵・防泥構造
20気圧防水
ワイヤレス充電システム
スマートフォンリンク機能
方位計測
※1
高度計測
（10,000m）
気圧、
温度計測※2
ワールドタイム39都市
時刻アラーム4本
※4
耐低温仕様
（−20℃）
高輝度なオートLEDバックライト
内面無反射コーティングサファイアガラス

GPR-B1000-1JR

￥65,000（税込￥71,500）

￥40,000（税込￥44,000）

￥27,000（税込￥29,700）

GA-1100-1AJF

￥100,000（税込￥110,000）

樹脂バンド

ブラックIP
樹脂バンド

ブラックIP
樹脂バンド

ブラックIP
カーボンファイバーインサートバンド
付属品：ワイヤレス充電器・USBケーブル

マッドマン

耐衝撃 × トリプルセンサー

耐衝撃 × マッドレジスト構造 & ツインセンサー
標準電波受信機能

標準電波受信機能

アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフ ソ ー ラ ー
耐衝撃構造
20気圧防水
1/100秒ストップウオッチ
（1000時間計測）
方位計測
高度計測（10,000m）※1
気圧、温度計測※2
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
高輝度なフルオート
LEDバックライト

GW-9400J-1JF

タフ ソ ー ラ ー
耐衝撃構造
防塵・防泥構造
20気圧防水
1/100秒ストップウオッチ
（1000時間計測）
方位計測
温度計測※2
ワールドタイム48都市
ムーンデータ
（月齢・月の形）
時刻アラーム5本
フルオートELバックライト

GW-9300-1JF

￥48,000（税込￥52,800）

￥35,000（税込￥38,500）

カーボンファイバーインサートバンド

カーボンファイバーインサートバンド

※1 カシオ独自のソーラー充電システムで駆動し、GPS（Global Positioning System：汎世界測位【全地球航空測位】
システム）
による位置の測定または電波により時刻を修正する機能。
※2 外気温を計測するときは、時計を腕から外して、体温、汗（水滴）、直射日光などの影響を受けないようにしてください。

※1 高度計は気圧変化を高度に変換する相対高度計です。気圧が気象条件により変化すると、計測値の高度も変化します。 ※2 外気温を計測するときは、時計を腕から外して、体温、汗（水滴）、直射日光などの影響を受けないようにしてください。
※3 GPS機能が使用できないバッテリーレベルになっても、
ソーラー充電で一定時間再駆動させることができます。 ※4 耐低温仕様は時計表示の動作を保証するものです。GPSやセンサーなどの全ての機能が低温で動作するわけではありません。

＜共通仕様＞●ハイブリッドマウント構造（GR-B100、GA-1100を除く）●針位置自動補正機能（GR-B100、GA-1100を除く）●タイマー
（GW-4000を除く）●パワーセービング機能（GA-1100を除く）●バッテリー充電警告機能（GWR-B1000、GR-B100、
GA-1100を除く）
●精度：平均月差±15秒
（電波ソーラーモデルはGPS衛星電波[GPW-2000]や標準電波受信が行われない場合。
スマートフォンリンクモデルはスマートフォンと連携しない場合）
＜GWR-B1000＞●1/1秒ストップウオッチ●バッテリーインジケー
ター表示＜GPW-2000＞●機内モード●1/1秒ストップウオッチ＜GR-B100＞●1/1000秒ストップウオッチ●バッテリーインジケーター表示●操作音ON/OFF切替機能＜GW-A1100＞●方位計測機能●1/20秒ストップウオッチ＜GW-4000＞●1/100秒
ストップウオッチ＜GA-1100＞●方位計測機能●温度計測機能●1/100秒ストップウオッチ●操作音ON/OFF切替機能●電池寿命：約2年

＜共通仕様＞●1/100秒ストップウオッチ
（GPR-B1000は1/1秒）●方位計測機能（GWG-100を除く）●気圧計測機能（GWG-100、GG-1000、GW-9300を除く）●高度計測機能（GWG-100、GG-1000、GW-9300を除く）●温度計測機能（GWG-100を除く）●タイマー
●パワーセービング機能●バッテリーインジケーター表示（GG-B100・1000を除く）●操作音ON/OFF切替機能●精度：平均月差±15秒（電波ソーラーモデルはGPS衛星電波[GPR-B1000]や標準電波受信が行われない場合。
スマートフォンリンクモデルはスマートフォンと連携
しない場合）
＜GG-B100＞●日の出・日の入時刻表示●電池寿命：約2年＜GWG-1000＞●ハイブリッドマウント構造●針位置自動補正機能＜GG-1000＞●電池切れ予告機能●電池寿命：約2年＜GPR-B1000＞●ワイヤレス充電器による充電システム●GPSナビゲー
ション機能：行動ログ取得（最大20本）、行動軌跡表示（広域/詳細表示切替付き）
など●機内モード●ポイントメモリー機能（時刻、年月日、緯度経度、高度、気圧、温度を最大60本、
アイコン設定機能付き）●日の出・日の入時刻表示＜GW-9400＞●日の出・日の入時刻表示

製品仕様について詳しくはG-SHOCK公式ウェブサイトをご覧ください。

製品仕様について詳しくはG-SHOCK公式ウェブサイトをご覧ください。
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ORIGIN

原点、そして進化。

「洗錬」のタフネスに、
さらなる素材進化を。

フルメタル耐衝撃スクエアデザイン。

革新的なダウンサイジングで、
上質の機能美を追求。
Bluetooth ®搭載電波ソーラー。

レイヤーコンポジットバンド
メタルバンドに、熱伝導率
が低く軽量・高強度のファ
インレジンパーツを組み合
わせ、重量感と装着感を
両立。
（MTG-B1000XBD・
B1000BD・B1000D。写真は
MTG-B1000XBD-1AJF）

MTG-B1000XBD-1AJF

￥135,000（税込￥148,500）

ブラックIP
（バンド部）
カーボン積層ベゼル
レイヤーコンポジットバンド
＊機能は下のMTG-B1000を参照。

標準電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

標準電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフ ソ ー ラ ー
耐衝撃構造
20気圧防水
スマートフォンリンク機能
ワールドタイム5本：39都市
時刻アラーム5本
高輝度なフルオート
LEDバックライト
曜日表示切替（6ヵ国語）

タフ ソ ー ラ ー
耐衝撃構造
耐遠心重力性能
耐振動構造
20気圧防水
スマートフォンリンク機能
ワールドタイム27都市
日付・曜日表示
時刻アラーム
高輝度なLEDライト
内面無反射コーティング
サファイアガラス

MTG-B1000XB-1AJF

MTG-B1000BD-1AJF

MTG-B1000D-1AJF

[スマートフォンアプリ]

￥120,000（税込￥132,000）

￥115,000（税込￥126,500）

￥100,000（税込￥110,000）

￥60,000（税込￥66,000）

GMW-B5000D-1JF

GMW-B5000GD-1JF

GMW-B5000GD-9JF

￥68,000（税込￥74,800）

￥50,000（税込￥55,000）

カーボン積層ベゼル
樹脂バンド

ブラックIP
レイヤーコンポジットバンド

レイヤーコンポジットバンド

ステンレスムクバンド

ブラックIP
ステンレスムクバンド

ゴールドIP
ステンレスムクバンド

樹脂バンド

￥68,000（税込￥74,800）

GMW-B5000-1JF

G-SHOCK
Connected
FREE

フルメタル耐衝撃構造

（GMW-B5000）

[スマートフォンアプリ]

ベゼルケースとセンターケースを、高
度な鍛造・切削工程により成形。内
部に実装したファインレジン製の緩
衝パーツで衝撃を緩和する。

G-SHOCK
Connected

ステンレス/樹脂コンポジットバンド

（GW-B5600HR・B5600BC）

FREE

MTG-B1000B-1A4JF

MTG-B1000B-1AJF

MTG-B1000-1AJF

GW-B5600HR-1JF

GW-B5600BC-1BJF

GW-B5600-2JF

￥100,000（税込￥110,000）

￥90,000（税込￥99,000）

￥26,000（税込￥28,600）

￥26,000（税込￥28,600）

￥21,000（税込￥23,100）

ブラックIP
樹脂バンド

ブラックIP
樹脂バンド

樹脂バンド

ステンレス／樹脂コンポジットバンド
（中駒はファインレジン使用）

ステンレス／樹脂コンポジットバンド
（中駒はファインレジン使用）

樹脂バンド

ファインレジン
ウレタン内にメタルパーツ
※画像はイメージです。

衝撃力、遠心重力、振動の3つの重力加速度に耐えるタフネス構造。

＜MTG-B1000＞●ハイブリッドマウント構造●針位置自動補正機能●1/1秒ストップウオッチ●タイマー●パワーセービング機能●バッテリーインジケーター表示●精度：平均月差±15秒（標準電波受信が行われない場合や、
スマートフォンと連携しない場合）
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バンドの中駒に、軽量かつ耐久性の高いファインレジンを
使用。外駒にはメタルパーツを埋め込み強度を向上した。
三つ折れ式の中留で、
スムーズな着脱が可能。

￥100,000（税込￥110,000）

TRIPLE G RESIST

※画像はイメージです。

製品仕様について詳しくはG-SHOCK公式ウェブサイトをご覧ください。

＜共通仕様＞●1/100秒ストップウオッチ●タイマー●パワーセービング機能●バッテリー充電警告機能●操作音ON/OFF切替機能●精度：平均月差±15秒（標準電波受信が行われない場合や、
スマートフォンと連携しない場合）
製品仕様について詳しくはG-SHOCK公式ウェブサイトをご覧ください。
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Special Features GBD-H1000

ジー・スクワッド

タフな身体を手に入れるための
トレーニングギア。

ハードな使用に対応

運動状況をリアルタイムに計測

5センサー＋GPS機能

ソーラーアシスト充電

心拍計測ウオッチで耐衝撃+20気圧防水を
実現｡衝撃に強い構造で防水仕様の充電端
子を採用。

光学式センサー(心拍計)､加速度センサー+
方位､高度/気圧､温度センサーにGPS機能を
プラス｡

歩数計測や通知機能など日常使いにはソーラー
充電｡GPS機能､心拍計測などトレーニングには
USB充電｡使い方に合わせた2種類の充電方法
に対応｡

耐衝撃×20気圧防水

光学式センサー（心拍計）
を搭載しながら、
耐衝撃性能と20気圧防水を実現。

各種データ分析に、最新のフィットネスデータ解析で定評のある
FIRSTBEAT社のアルゴリズムを使用。

歩数計測

デイリーユースに役立つ機能

高度計測

通知機能

通知

Bluetooth ® 接続して
いるスマートフォンの
電話･メール･SNS着
信を通知｡
※トレーニングモード中は表示されません。

方位計測

心肺能力を数値化

ログ記録を評価・分析、
プラン作成へ

VO2max計測

G-SHOCK MOVE

心拍数や走行速度などの計測値から、体重１kgあたり１分間に体内に取り込む
ことのできる酸素の最大摂取量（ml/kg/min）
を算出。
ランニングなどの持久力
強化の指標となる。
VO2max表示

❶ VO2max
❷フィットネスカテゴリー
❶

GBD-H1000-1A7JR

５月
発売予定 ￥50,000
（税込￥55,000）

TEAM G-SHOCK

ソフトウレタンバンド
付属品：専用充電ケーブル
※機能は下のGBD-H1000を参照。

❸
❹
❺

八村 塁

※時計としての日常使いにはソーラー充電。GPS機能、心拍計を含むトレー
ニング機能にはUSB充電。
使い方に合わせて選べる2種類の充電方法。

トレーニングステータス表示

❷

プロバスケットボールプレイヤー

Bluetooth®+ソーラーアシスト充電※+GPS機能 [耐衝撃×心拍計測×距離計測]

メール本文 ※

気圧/温度計測

※ 画 面は開 発 時のものです。実 際のデザインと
異なる場 合があります。

‐専用アプリケーション‐

計測データや、
トレーニング
の履歴をアプリで管理しモチ
ベーションアップ。設定した
目標に合わせてトレーニング
プランを自動作成することも
可能。

❸トレーニングステータス
❹フィットネスレベル傾向
❺トレーニング負荷傾向

トレーニング分析データ

トレーニングプラン

Bluetooth® [耐衝撃×距離計測]

GPS衛星電波
受信機能
ソーラー/USB充電
耐衝撃構造
20気圧防水
スマートフォンリンク機能
方位計測
※1
高度計測（10,000m）
気圧、温度計測※2
心拍計測
歩数計測
ワールドタイム38都市
時刻アラーム4本
高輝度なフルオートLEDバックライト

耐衝撃構造
20気圧防水
スマートフォンリンク機能
歩数計測
ワールドタイム38都市
時刻アラーム4本
高輝度なオートLEDバックライト

[スマートフォンアプリ]

GBD-H1000-1JR

GBD-H1000-4JR

GBD-H1000-8JR

５月
発売予定 ￥50,000
（税込￥55,000）

５月
発売予定 ￥50,000
（税込￥55,000）

５月
発売予定 ￥50,000
（税込￥55,000）

ソフトウレタンバンド
付属品：専用充電ケーブル

ソフトウレタンバンド
付属品：専用充電ケーブル

ソフトウレタンバンド
付属品：専用充電ケーブル

※1 高度計は気圧変化を高度に変換する相対高度計です。気圧が気象条件により変化すると、計測値の高度も変化します。

G-SHOCK
MOVE

５月
発売予定 ￥20,000
（税込￥22,000）

５月
発売予定 ￥20,000
（税込￥22,000）

GBD-100-1JF

５月
発売予定 ￥20,000
（税込￥22,000）

GBD-100-2JF

G-SHOCK
MOVE

FREE

ソフトウレタンバンド

ソフトウレタンバンド

ソフトウレタンバンド

FREE

GBD-100-1A7JF

※2 外気温を計測するときは、時計を腕から外して、体温、汗（水滴）、直射日光などの影響を受けないようにしてください。

＜GBD-H1000＞●機内モード●1/1秒ストップウオッチ●方位計測計機能●気圧計測機能●高度計測機能●温度計測機能●トレーニング計測●トレーニング分析●トレーニングログ●バイブレーション機能●バッテリーインジケーター表示●パワーセービング
機能●精度：平均月差±15秒
（GPS衛星電波受信が行われない場合やスマートフォンと連携しない場合）
●バッテリー持続時間
（時刻モード[歩数計測、通知機能含む]：約12ヵ月、時刻モード＋心拍測定機能：約66時間、
トレーニングモード[GPS連続計測]＋
心拍測定機能：最大約14時間、
トレーニングモード[GPS間欠計測]＋心拍測定機能：最大約18時間） ※心拍計は、本機背面
（裏ブタ）
に内蔵したセンサーによって計測された脈拍に基づく推定心拍数を表示します。本機が表示する心拍数データはあくまで
参考値であり、
その正確性が保証されるものではありません。 ※本機の心拍計測機能はレクリエーションで使用することを目的としており、医療を目的としたいかなる用途にも使用することはできません。
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[スマートフォンアプリ]

製品仕様について詳しくはG-SHOCK公式ウェブサイトをご覧ください。

＜GBD-100＞●機内モード●1/1秒ストップウオッチ●トレーニング機能●トレーニングログ●バイブレーション機能●タイマー●操作音ON/OFF切替機能●精度：平均月差±15秒
（スマートフォンと連携しない場合）
●電池寿命: 約2年
製品仕様について詳しくはG-SHOCK公式ウェブサイトをご覧ください。
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Lightning Yellow Series

ジー・ライド

サーフライディングを支える、
強さと機能を装備。

稲妻「ライトニングボルト」がモチーフ。

TEAM G-SHOCK

TEAM G-SHOCK

TEAM G-SHOCK／BABY-Gの

プロサーファー

五十嵐 カノア

プロBMXライダー

中村 輪夢

アスリートを応援。

TEAM BABY-G

プロスケートボーダー

り む

西村 碧莉
あ おり

Bluetooth®
耐衝撃構造
20気圧防水
スマートフォンリンク機能
トレーニング機能
ワールドタイム38都市
ムーンデータ
（月齢・月の形）
タイドグラフ
時刻アラーム4本
高輝度なオートLEDバックライト

＊1
耐衝撃構造
２０気圧防水
マルチアラーム
ELバックライト

＊2
耐衝撃構造
２０気圧防水

[スマートフォンアプリ]

ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
ELバックライト

GBX-100-2JF

GBX-100-1JF

GBX-100-7JF

6月
発売予定 ￥22,000
（税込￥24,200）

6月
発売予定 ￥22,000
（税込￥24,200）

6月
発売予定 ￥22,000
（税込￥24,200）

ソフトウレタンバンド

ソフトウレタンバンド

ソフトウレタンバンド

G-SHOCK
MOVE
FREE

＊1
7月以降
発売予定 ￥12,000
（税込￥13,200）

＊1
7月以降
発売予定 ￥12,000
（税込￥13,200）

DW-6900TGA-9JF
樹脂バンド

標準電波受信機能

Special Features GBX-100

アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフ ソ ー ラ ー
耐衝撃構造
20気圧防水
ワールドタイム48都市
ムーンデータ
（月齢・月の形）
タイドグラフ
時刻アラーム5本
フルオートELバックライト

専用アプリケーション
プリインストールされた世界の主要3300ヵ所
のタイドポイントなど、時計の各種設定が可
能。

樹脂バンド

メタリックな質感×デジタルカモフラージュのNewカジュアルカラー。

標準電波受信機能

標準電波受信機能

アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフ ソ ー ラ ー

タフ ソ ー ラ ー

耐衝撃構造
20気圧防水
1/1000秒ストップウオッチ
速度計測
耐磁時計（JIS1種）
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
オートLEDライト

耐衝撃構造
20気圧防水
スマートフォンリンク機能
ワールドタイム5本：39都市
時刻アラーム5本
高輝度なフルオートLEDバックライト
曜日表示切替（6ヵ国語）

耐衝撃構造
20気圧防水
針退避機能
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
フルオートLEDライト

※画面は開発時のものです。実際のデザインと異なる場合
があります。

BGD-560TG-9JF

樹脂バンド

Black and Yellow Series

電波ソーラー

＊2
7月以降
発売予定 ￥10,500
（税込￥11,550）

DW-5600TGA-9JF

鍛造ステンレスベゼル

GWX-5700CS-1JF
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GWX-5600C-7JF

￥22,000（税込￥24,200）

￥22,000（税込￥24,200）

樹脂バンド

樹脂バンド

ステンレスと樹 脂を融 合したダブルガード
ベゼルを採用｡ステンレスパーツは、強度が
あり質感のある鍛造成形。表面をヘアライン
とホーニングで仕上げた。

AWG-M100SDC-1AJF

6月
発売予定 ￥24,000
（税込￥26,400）

樹脂バンド

GW-B5600DC-1JF

7月以降
発売予定 ￥21,000
（税込￥23,100）

樹脂バンド

GA-140DC-1AJF

6月
発売予定 ￥14,500
（税込￥15,950）

樹脂バンド

＜共通仕様＞●パワーセービング機能●操作音ON/OFF切替機能●平均月差±15秒（GBX-100はスマートフォンと連携しない場合。電波ソーラーモデルは標準電波受信が行われない場合）
＜GBX-100＞●機内モード●1/1秒ストップウオッチ●トレーニング
ログデータ●ライフログデータ●ユーザープロフィール設定機能●日の出・日の入時刻表示●バイブレーション機能●タイマー●操作バイブレーションON/OFF切替機能＜GWX-5700・5600＞●1/100秒ストップウオッチ●インターバル計測用タイマー●バッ
テリーインジケーター表示

＜共通仕様＞●1/100秒ストップウオッチ（GA-140は1/1000秒）●タイマー●精度：平均月差±15秒（BGD-560は±30秒。GW-B5600はスマートフォンと連携しない場合。電波ソーラーモデルは標準電波受信が行われない場合）＜DW-6900・
5600＞●報音フラッシュ機能●電池寿命：約2年＜BGD-560＞●操作音ON/OFF切替機能●電池寿命：約3年＜AWG-M100、GW-B5600＞●パワーセービング機能●バッテリーインジケーター表示（GW-B5600はバッテリー充電警告機能）●操作音
ON/OFF切替機能＜GA-140＞●電池寿命：約2年

製品仕様について詳しくはG-SHOCK公式ウェブサイトをご覧ください。

製品仕様について詳しくはG-SHOCK／BABY-G公式ウェブサイトをご覧ください。
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METAL COVERED

GM-5600

Bluetooth ®搭載、
タフネスクロノグラフ。

ステンレスベゼルを採用、
クオリティを追求したシリーズ。

左から

TEAM G-SHOCK

プロバスケットボールプレイヤー

八村 塁

GST-B100-1AJF＊1（左）￥50,000（税込￥55,000）

樹脂バンド

/ GST-B100XA-1AJF＊1（右）￥80,000（税込￥88,000） カーボンベゼル・樹脂バンド（2色成形）・内面無反射コーティングサファイアガラス

GM-5600B-3JF* ￥24,000（税込￥26,400）
GM-5600-1JF ￥22,000（税込￥24,200）
GM-5600B-1JF* ￥24,000（税込￥26,400）
*ブラックIP すべて樹脂バンド
＊機能は下のGM-6900を参照。

METAL COVERED GM-6900
メタルカバード耐衝撃構造

＊1

タフ ソ ー ラ ー
耐衝撃構造
20気圧防水
スマートフォンリンク機能
デュアルタイム
日付・曜日表示
時刻アラーム
高輝度なLEDライト

（GM-5600・
6900共通）

インナーケースの外側に微細な突起を設け、
メタルベゼルとの接触面を削減。点接触で
モジュールを保護する中空構造の設計思想
を反映し、
外部衝撃を緩和する。
（GM-6900）

耐衝撃構造
20気圧防水
マルチアラーム
ELバックライト

GM-6900G-9JF

＊2

MID
Size
＊2
7月以降
発売予定 ￥40,000
（税込￥44,000）

GST-B300-1AJF

＊2
7月以降
発売予定 ￥50,000
（税込￥55,000）

GST-B300SD-1AJF

カーボンコアガード構造
樹脂バンド

カーボンコアガード構造
ステンレスムクバンド

タフ ソ ー ラ ー

MID
Size

GST-B200X-1A2JF＊2

GST-B200-1AJF ＊2

￥83,000（税込￥91,300）

￥45,000（税込￥49,500）

カーボンコアガード構造
カーボンベゼル／ブラックIP
樹脂バンド

カーボンコアガード構造
樹脂バンド

耐衝撃構造
20気圧防水
スマートフォンリンク機能
針退避機能
ワールドタイム39都市
マルチアラーム5本
高輝度なフルオート
ダブルLEDライト

GA-2000 Series

GM-6900-1JF

￥26,000（税込￥28,600）

￥23,000（税込￥25,300）

ゴールドIP
樹脂バンド

樹脂バンド

※画像はイメージです。

カーボンコアガード構造を採用。

＊3
耐衝撃構造
20気圧防水
針退避機能
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
高輝度なダブルLEDライト

標準電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフ ソ ー ラ ー

MID
Size

GST-B100D-1AJF＊1

耐衝撃構造
20気圧防水
針退避機能
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
高輝度なフルオート
ダブルLEDライト

MID
Size

GST-W300-1AJF＊3

GST-W310-1AJF ＊3

GST-W110-1AJF ＊3

GA-2000S-7AJF

GA-2000-2AJF

GA-2000-3AJF

￥35,000（税込￥38,500）

￥40,000（税込￥44,000）

￥40,000（税込￥44,000）

￥15,000（税込￥16,500）

￥15,000（税込￥16,500）

￥16,000（税込￥17,600）

￥16,000（税込￥17,600）

ステンレスムクバンド

樹脂バンド

樹脂バンド

樹脂バンド

カーボンコアガード構造
スライドレバー式樹脂バンド

カーボンコアガード構造
スライドレバー式樹脂バンド

カーボンコアガード構造
スライドレバー式樹脂バンド
（２色成形）

カーボンコアガード構造
スライドレバー式樹脂バンド
（２色成形）

＜共通仕様＞●タイマー●パワーセービング機能●バッテリーインジケーター表示●操作音ON/OFF切替機能（GST-B100を除く）●精度：平均月差±15秒（スマートフォンリンクモデルはスマートフォンと連携しない場合、電波ソーラーモデルは標準電波受信が
行われない場合）
＜GST-B100＞●1/1秒ストップウオッチ＜GST-B300・B200＞●1/1000秒ストップウオッチ＜GST-W300・W310・W110＞●1/100秒ストップウオッチ
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GA-2000S-1AJF

￥55,000（税込￥60,500）

製品仕様について詳しくはG-SHOCK公式ウェブサイトをご覧ください。

＜共通仕様＞●1/100秒ストップウオッチ●タイマー●精度：平均月差±15秒＜GM-5600・6900＞●報音フラッシュ機能●電池寿命：約2年＜GA-2000＞●操作音ON/OFF切替機能●電池寿命：約3年
製品仕様について詳しくはG-SHOCK公式ウェブサイトをご覧ください。
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BASIC

耐衝撃構造
20気圧防水
針退避機能
ワールドタイム48都市
（GA-2100）

Gの遺伝子を色濃く
継承したベーシックモデル。

デュアルタイム
（GA-800）
時刻アラーム5本
高輝度なダブルLEDライト
（GA-800はオート）

DW-6900B-9＊1

￥11,000
（税込￥12,100）
樹脂バンド

GA-2100-1AJF

標準電波受信機能

G-SHOCK

アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

GA-2100-4AJF

GA-800-1AJF

￥13,500（税込￥14,850）

￥13,500（税込￥14,850）

￥15,000（税込￥16,500）

カーボンコアガード構造
樹脂バンド

カーボンコアガード構造
樹脂バンド

カーボンコアガード構造
樹脂バンド

樹脂バンド

標準電波受信機能

公式SNSページ公開中

＊1
耐衝撃構造

アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

Instagram

２０気圧防水

gshock_jp

マルチアラーム

タフ ソ ー ラ ー

GA-2100-1A1JF

￥13,500（税込￥14,850）

タフ ソ ー ラ ー

ELバックライト

耐衝撃構造
20気圧防水
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
フルオートELバックライト

耐衝撃構造
20気圧防水

Facebook

針退避機能

CASIOGSHOCKJapan

ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
フルオートLEDライト
（AWG-M100）

Twitter

高輝度なフルオート
ダブルLEDライト
（GAW-100）

gshock_official

DW-5750E-1JF＊1

GW-6900-1JF

AWG-M100-1AJF

AWG-M100A-1AJF

GAW-100-1AJF

GAW-100B-1A2JF

￥20,000
（税込￥22,000）

￥11,000
（税込￥12,100）

￥24,000（税込￥26,400）

￥24,000（税込￥26,400）

￥25,000（税込￥27,500）

￥25,000（税込￥27,500）

樹脂バンド

樹脂バンド

樹脂バンド

樹脂バンド

樹脂バンド

樹脂バンド

標準電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

耐衝撃構造
２０気圧防水
時刻アラーム5本

速度計測

ワールドタイム48都市

耐磁時計（JIS1種）

時刻アラーム5本

ワールドタイム48都市

高輝度なオート
LEDバックライト

時刻アラーム5本
オートLEDライト

G-8900A-1JF

GW-8900A-1JF

DW-5900-1JF

1/1000秒ストップウオッチ

マルチタイム4都市

耐衝撃構造
20気圧防水
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
高輝度なフルオートLED
バックライト

ELバックライト

20気圧防水

２０気圧防水

タフ ソ ー ラ ー

ワールドタイム48都市

＊2
耐衝撃構造

耐衝撃構造

GA-200-1AJF＊2

GA-110-1AJF＊2

GA-110-1BJF＊2

GA-100CF-1A9JF＊2

￥11,000
（税込￥12,100）

￥22,000
（税込￥24,200）

￥13,500（税込￥14,850）

￥17,000（税込￥18,700）

￥15,000（税込￥16,500）

￥15,000（税込￥16,500）

￥15,000（税込￥16,500）

樹脂バンド

樹脂バンド

樹脂バンド

樹脂バンド

樹脂バンド

樹脂バンド

樹脂バンド

＊3
耐衝撃構造

（GW-M5610）

標準電波受信機能

20気圧防水

アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

ターゲットタイム報知機能付き
ストップウオッチ
針退避機能
ワールドタイム48都市

（GW-M5610、G-5600E共通）

時刻アラーム5本
高輝度なLEDライト

タフ ソ ー ラ ー
耐衝撃構造
20気圧防水
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
フルオートELバックライト
※G-5600Eは
非電波モデルです。

GW-M5610-1JF
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GW-M5610-1BJF

G-5600E-1JF ※

＊4
耐衝撃構造
２０気圧防水

耐衝撃構造

ワールドタイム27都市

２０気圧防水

時刻アラーム5本

マルチアラーム

オートLEDライト

ELバックライト

DW-5600E-1

GA-140-1A1JF＊2

GA-140-1A4JF＊2

GA-710GB-1AJF ＊3

AW-591-2AJF ＊4

￥20,000（税込￥22,000）

￥20,000
（税込￥22,000）

￥14,000（税込￥15,400）

￥11,000（税込￥12,100）

￥13,500（税込￥14,850）

￥13,500（税込￥14,850）

￥18,500（税込￥20,350）

￥12,000（税込￥13,200）

樹脂バンド

樹脂バンド

樹脂バンド

樹脂バンド

樹脂バンド

樹脂バンド

樹脂バンド

樹脂バンド

＜共通仕様＞●1/100秒ストップウオッチ●タイマー●操作音ON/OFF切替機能（DW-6900・5750・5600を除く）●精度：平均月差±15秒（電波ソーラーモデルは標準電波受信が行われない場合）
＜DW-6900・5750・5600、G-8900＞●報音フラッシュ
機能●電池寿命：約2年（G-8900は約3年）
＜GW-6900・8900・M5610、G-5600＞●パワーセービング機能●バッテリーインジケーター表示＜DW-5900＞●電池寿命：約5年

＜共通仕様＞●1/100秒ストップウオッチ
（GA-200・110・100・140は1/1000秒）●タイマー●操作音ON/OFF切替機能（GA-200・110・100・140、AW-591を除く）●精度：平均月差±15秒（電波ソーラーモデルは標準電波受信が行われない場合）
＜GA-2100・800・200、AW-591＞●電池寿命：約3年＜AWG-M100、GAW-100＞●パワーセービング機能●バッテリーインジケーター表示＜GA-110・100・140＞●電池寿命：約2年＜GA-710＞●電池寿命：約5年

製品仕様について詳しくはG-SHOCK公式ウェブサイトをご覧ください。

製品仕様について詳しくはG-SHOCK公式ウェブサイトをご覧ください。
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オシアナス

CACHALOT

カシャロ

マンタ

OCEANUS初の
本格ダイバーズ
ウオッチ。

新しい
エレガンス。

Bluetooth®を搭載しながら
薄型で美しいケースを実現。

よりスポーティに、
よりエレガントに。
ISO規格200m潜水用防水を採用。

OCW-S5000E-1AJF

OCW-P2000-1AJF

6月
発売予定 ￥230,000
（税込￥253,000）

[スマートフォンアプリ] 簡単操作で多機能を思いのままに。

￥180,000（税込￥198,000）

チタンカーバイト処理
サファイアガラスベゼル
チタンムクバンド
エクステンション機構付きダブルロック中留
＊機能は下のOCW-P2000Cを参照。

チタンカーバイト処理（一部DLC処理）
チタンムクバンド
＊機能は下のOCW-S5000を参照。

[スマートフォンアプリ] 簡単操作で多機能を思いのままに。

OCEANUS Connected

OCEANUS Connected

FREE
ダイビングログ・タイドグラフ設定世界約3300ポイント

FREE

世界約300都市の時刻に簡単にアクセス

スマートフォンと通信接続を行うには、専用アプリ
「OCEANUS Connected」のイン
ストールが必要です。 Bluetooth ®が搭載されている端末に限ります。

Special Features OCW-P2000

Special Features OCW-S5000

サファイアガラス
レジスターリング

ISO規格200m潜水用防水

逆回転防止機構付きのレジスターリン
グを搭載。12時位置に蓄光、12時〜
4時位置に蒸着処理で色分けを施し、
潜水時の実用性を備えた。

裏蓋を特殊ビス8本で固定し、
りゅうずを
ねじ込み式とすることで、
ケースの気密性を
確保。ISOが定める200m潜水用防水
規格をクリアし、
ダイビングでの使用に対応。

バンドデザイン

標準電波受信機能

複数のパーツを組み合わせ、美しさと装着感
のよさを同時に実現。着脱や調整がしやすい
エクステンション機構付きダブルロック中留を
採用。

アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフ ソ ー ラ ー
ISO規格200ｍ潜水用防水
針退避機能
スマートフォンリンク機能
耐磁時計（JIS1種）
ワールドタイム27都市
日付・曜日表示
ダイビング機能
高輝度なLEDライト
内面無反射コーティング
デュアルカーブサファイアガラス

スーパーイルミネーター

（高輝度なLEDライト）

鮮やかな光で文字板を照らし、海中や船上、
暗所や悪天候時において優れた視認性を
発揮。

片面高密度実装技術

革新のスリムスタイル

Bluetooth®システムの部品点数削減・
小型化と独自の高密度実装技術に
より、電子部品の実装を従来の両面
から片面に変更し、
モジュールの薄型
化を実現。

新たな基板実装技術や部品・構造
電波ソー
の改良により、
Bluetooth®、
ラーを搭載しながら、10mmを切る
ケース厚を実現し、革新のスリムスタ
イルがさらなる領域へと進化。

デュアルカーブサファイアガラス

（両面無反射コーティング）

球面サファイアガラスの外/内の両面に無
反射コーティングを施すことで、透明度99％
のクリアな視界を実現。

標準電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフ ソ ー ラ ー

バンドデザイン

10気圧防水
スマートフォンリンク機能
ワールドタイム27都市
日付・曜日表示
両面無反射コーティング
デュアルカーブサファイアガラス

矢羽根形のH駒と鏡面ライン入りの中駒で
構成。
バンドをダイレクトにケースに取り付ける
ことで、根 元の可 動 範 囲を広げ装 着 感を
向上。

スライドアジャスト機構付き中留

チタンカーバイト処理＆ザラツ研磨
チタン素材に表面処理を施し、耐摩耗性と発色を向上。鏡面部分は、
ザラツ研磨で平滑度の高い
美しい面に仕上げた。

ダイビングログ/タイドポイント設定
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アプリ連携でダイビングをサポート。簡単操作で、
ログ管理やタイドグラフの設定などが可能。

OCW-P2000C-2AJF

OCW-S5000-1AJF

6月
発売予定 ￥220,000
（税込￥242,000）

チタンカーバイト処理（一部DLC処理）
サファイアガラスベゼル
デュラソフトバンド
世界限定1500本

￥170,000（税込￥187,000）
＜共通仕様＞●ハイブリッドマウント構造●針位置自動補正機能●1/1秒ストップウオッチ●パワーセービング機能●精度：平均月差±15秒
（標準電波受信が行われない場合や、
スマートフォンと連携しない場合）
＜OCW-S5000＞●バッテリーインジケーター表示

チタンカーバイト処理
チタンムクバンド

製品仕様について詳しくはOCEANUS公式ウェブサイトをご覧ください。
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Bluetooth®搭載 GPS電波ソーラー※

[スマートフォンアプリ] 簡単操作で多機能を思いのままに。

OCEANUS Connected

※カシオ独自のソーラー充電システムで駆動し、GPS（Global Positioning System：汎世界測位【全地球航空測位】
システム）
による位置の測定または電波により時刻を修正する機能。

世界約300都市の時刻に簡単にアクセス

FREE

ペアウオッチ
スリムデザインと高機能でエレガンスの本質を追求する、
オシアナスのフラッグシップモデル。
レディースラインとペアデザイン。

＊3

標準電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフ ソ ー ラ ー

インダイアルソーラー

10気圧防水
ワールドタイム29都市
（OCW-S350は24都市）
日付・曜日表示
（OCW-S350・S340は日付のみ）
両面無反射コーティング
デュアルカーブサファイアガラス
ファインアジャストブレスレット
（OCW-S350・S340）

（OCW-G2000RA）

ソーラーセルの配置を最適化し、
3つのインダイアル部分のみで従来
同等の充電量を確保。

GPS衛星電波
受信機能

＊4

標準電波受信機能

標準電波受信機能

アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフ ソ ー ラ ー
10気圧防水
スマートフォンリンク機能
ワールドタイム39都市
日付・曜日表示
耐磁時計（JIS1種）
両面無反射コーティング
デュアルカーブサファイアガラス
スライドアジャスト機構付き中留

OCW-G2000RA-1AJF

￥215,000（税込￥236,500）
チタンカーバイト処理（一部IP処理）
チタンムクバンド
＊機能は右のOCW-G2000Gを参照。

タフ ソ ー ラ ー
10気圧防水
スマートフォンリンク機能
デュアルタイム
日付・曜日表示
両面無反射コーティング
デュアルカーブサファイアガラス

OCW-S350F-7AJF ＊3

OCW-S4000F-7AJF＊4

￥145,000（税込￥159,500）

￥165,000（税込￥181,500）

チタンカーバイト処理
チタンムクバンド

OCW-G2000G-1AJF

チタンカーバイト処理
チタンムクバンド

￥230,000（税込￥253,000）
チタンカーバイト処理（一部DLC処理）
サファイアガラスベゼル
チタンムクバンド

Classic Line

シンプルなフォルムに求められる機能を凝縮。

Bluetooth®+電波ソーラー

電波ソーラー

＊1

標準電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフ ソ ー ラ ー
10気圧防水
スマートフォンリンク機能
デュアルタイム
日付・曜日表示
両面無反射コーティングサファイアガラス
スライドアジャスト機構付き中留

＊2

標準電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

OCW-T3000A-1AJF＊1

OCW-T3000-1AJF＊1

OCW-T2610H-7AJF＊2

￥110,000
（税込￥121,000）

￥100,000
（税込￥110,000）

￥100,000（税込￥110,000）

￥115,000（税込￥126,500）

チタンカーバイト処理（一部DLC処理）
チタンムクバンド

チタンカーバイト処理
チタンムクバンド

チタンカーバイト処理
チタンムクバンド

チタンカーバイト処理
白蝶貝インダイアル
チタンムクバンド

3 Hands Model

タフ ソ ー ラ ー
10気圧防水
ワールドタイム29都市
日付・曜日表示
両面無反射コーティングサファイアガラス
スライドアジャスト機構付き中留

シンプルで薄型、3針アナログモデル。

Bluetooth®+電波ソーラー

電波ソーラー
標準電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフ ソ ー ラ ー
10気圧防水
スマートフォンリンク機能
日付表示
内面無反射コーティングサファイアガラス
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OCW-T2600-1AJF＊2

OCW-S4000-1AJF＊4

OCW-S350-1AJF＊3

OCW-S3400-1AJF＊3

OCW-S340-1AJF＊3

￥160,000（税込￥176,000）

￥140,000（税込￥154,000）

￥180,000（税込￥198,000）

￥160,000（税込￥176,000）

チタンカーバイト処理
チタンムクバンド

チタンカーバイト処理
チタンムクバンド

チタンカーバイト処理
チタンムクバンド

チタンカーバイト処理
チタンムクバンド

チタンカーバイト処理＆ザラツ研磨

バンドデザイン（Manta）

チタン素材に表面処理を施し、耐摩耗性と発色を
向上。鏡面部分は、ザラツ研磨で平滑度の高い
美しい面に仕上げた。

矢羽根形のH駒と鏡面ライン入りの中駒で
構成。
カン足部を短くすることで根元の可動
範囲を広げ、装着感を高めた。

標準電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフ ソ ー ラ ー
10気圧防水
ワールドタイム29都市
日付表示
内面無反射コーティングサファイアガラス
（OCW-T150）
内面無反射コーティング
デュアルカーブサファイアガラス
（OCW-S100）
スライドアジャスト機構付き中留
（OCW-T150）

￥60,000
（税込￥66,000）

OCW-T200S-2AJF

OCW-T150-1AJF（左）
OCW-S100-1AJF（右）
各￥68,000（税込￥74,800）

チタンカーバイト処理
ステンレスムクバンド

チタンカーバイト処理
チタンムクバンド

山形カシオ
Premium Production Line
ジャパンメイドの名に恥じない高品質なものづくりを徹底。
パーツの金 型 設 計 、製 作 、成 形 、資 材 調 達から組み
立て、仕上げに至るまで、
カシオウオッチの生産を一貫して
行うマザーファクトリー。

OCEANUS
公式SNSページ
公開中

Facebook

CASIOOCEANUSJapan

＜共通仕様＞●ハイブリッドマウント構造（OCW-S350・S340を除く）●針位置自動補正機能（OCW-S350・S340を除く）●パワーセービング機能●バッテリー充電警告機能（OCW-T3000・T200・S4000を除く）●精度：平均月差±15秒（GPS衛星電波
[OCW-G2000]や標準電波受信が行われない場合や、
スマートフォンリンクモデルはスマートフォンとも連携しない場合）
＜OCW-G2000＞●機内モード●1/1秒ストップウオッチ＜OCW-T3000・S4000＞●1/1秒ストップウオッチ●バッテリーインジケーター表示
＜OCW-T2600・T2610＞●1/20秒ストップウオッチ＜OCW-S350・S340＞●秒針位置自動補正機能＜OCW-S3400＞●1/1秒ストップウオッチ
製品仕様について詳しくはOCEANUS公式ウェブサイトをご覧ください。
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ジーミズ

ベイビージー

オンでもオフでも活躍するデザイン。

タフな機能性とファッション性を
追求したレディースウオッチ。

＊1
5月
発売予定 ￥30,000
（税込￥33,000）

MSG-W300-7AJF
樹脂バンド

BGA-270・2700 Series
＊1

＊3

標準電波受信機能
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフ ソ ー ラ ー
耐衝撃構造
10気圧防水
日付表示
＊2

ソーラー充電システム
耐衝撃構造
10気圧防水
日付表示
＊1
5月
発売予定 ￥32,000
（税込￥35,200）

MSG-W300G-5AJF

ピンクゴールドIP
樹脂バンド

＊1
5月
発売予定 ￥32,000
（税込￥35,200）

MSG-W300G-7AJF
ゴールドIP
樹脂バンド

＊2
5月
発売予定 ￥26,000
（税込￥28,600）

MSG-S500G-2AJF
ゴールドIP
樹脂バンド

ビーチでのファッションに映えるカラーリングと、
ラウンドシェイプデザイン&メタル調のインデックス。

耐衝撃構造

標準電波受信機能

10気圧防水

アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
高輝度なLEDライト

タフ ソ ー ラ ー
耐衝撃構造
10気圧防水
針退避機能（MSG-W100）
ワールドタイム48都市
時刻アラーム
（MSG-W100は5本）
高輝度なLEDライト
（MSG-W200）
高輝度なフルオートダブルLEDライト
（MSG-W100）

＊2
5月
発売予定 ￥26,000
（税込￥28,600）

混色成形ベゼル

（BGA-270M-7AJF）

BGA-270-1AJF

MSG-S500G-7A2JF
ピンクゴールドIP
樹脂バンド

BGA-270-2AJF

BGA-270-4AJF

BGA-270M-7AJF

￥13,500（税込￥14,850）

￥13,500（税込￥14,850）

￥13,500（税込￥14,850）

￥14,500（税込￥15,950）

樹脂バンド

樹脂バンド
（スケルトン）

樹脂バンド

樹脂バンド

標準電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

※マーブル成形はすべての製
品で色や柄に違いが出るの
が特 徴です。掲 載 商 品の色
調は実物と異なります。

BABY-G
公式SNSページ公開中

タフ ソ ー ラ ー
耐衝撃構造
10気圧防水
ワールドタイム48都市
時刻アラーム
高輝度なLEDライト

Instagram
babyg_jp

MSG-W200CG-1AJF＊3
￥36,000
（税込￥39,600）

ブラックIP
ステンレスムク/樹脂コンポジットバンド
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MSG-W200SG-4AJF＊3
￥35,000（税込￥38,500）
ピンクゴールドIP
ステンレスムクバンド

MSG-W200G-1A2JF＊3

MSG-W200G-7AJF＊3

MSG-W100G-1AJF＊3

MSG-W100-7A2JF＊3

￥30,000
（税込￥33,000）

￥30,000（税込￥33,000）

￥32,000（税込￥35,200）

￥30,000（税込￥33,000）

ブラックIP
樹脂バンド

ピンクゴールドIP
樹脂バンド

ブラックIP
樹脂バンド

樹脂バンド

BGA-2700-1AJF

￥21,500（税込￥23,650）
樹脂バンド

BGA-2700-2AJF

￥21,500（税込￥23,650）

BGA-2700-4AJF

￥21,500（税込￥23,650）

樹脂バンド

樹脂バンド

＜MSG-W300＞●パワーセービング機能●バッテリー充電警告機能●精度：平均月差±15秒（標準電波受信が行われない場合）
＜MSG-S500＞●バッテリー充電警告機能●精度：平均月差±20秒＜MSG-W200・W100＞●1/100秒ストップウオッチ
●タイマー●パワーセービング機能●バッテリーインジケーター表示●操作音ON/OFF切替機能●精度：平均月差±15秒（MSG-W200は±30秒。標準電波受信が行われない場合）

＜共通仕様＞●1/100秒ストップウオッチ●タイマー●精度：平均月差±30秒（BGA-2700は標準電波受信が行われない場合）●操作音ON/OFF切替機能＜BGA-270＞●電池寿命：約3年
＜BGA-2700＞●バッテリーインジケーター表示●パワーセービング機能

製品仕様について詳しくはBABY-G公式ウェブサイトをご覧ください。

製品仕様について詳しくはBABY-G公式ウェブサイトをご覧ください。

Facebook

CasioBabyGJapan
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Sea Glass Colors 「浜辺の宝石」とも呼ばれる シーグラス がモチーフのNewモデル。

ORIGIN G-SHOCKにインスパイアされた、独創のスクエアフェイス。
（BGD-5000）

標準電波受信機能

アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフ ソ ー ラ ー
（BGD-5000・560共通）
耐衝撃構造
20気圧防水
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
ELバックライト

BGD-5000-2JF

BGD-560-1JF ※

BGD-5000-7JF

BGD-560-4JF ※

￥18,000（税込￥19,800）

￥18,000（税込￥19,800）

￥9,500（税込￥10,450）

￥9,500（税込￥10,450）

樹脂バンド

樹脂バンド

樹脂バンド

樹脂バンド

BASIC

人気の定番モデル。

標準電波受信機能

耐衝撃構造

アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

20気圧防水
ワールドタイム30都市
時刻アラーム5本

タフ ソ ー ラ ー
5月発売予定

左から

Beach Traveler Series

※BGD-560は非電波モデル、
タフソーラーも非搭載です。

ELバックライト

耐衝撃構造
20気圧防水
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
ELバックライト

BA-110SC-4AJF / BA-110SC-7AJF / BA-110SC-2AJF

￥15,000
（税込￥16,500）
すべて樹脂バンド
（マットスケルトン） ＊機能は右ページ下のBA-130・110（＊1）
を参照。

夏のビーチがテーマのシリーズから、
貝殻のピンクを差し色にした新色が登場。
（BGA-250）

BGD-5700-1JF

BGD-5700-2JF

BGR-3003-1JF

BG-169R-1BJF

耐衝撃構造

￥18,000（税込￥19,800）

￥18,000（税込￥19,800）

￥19,000（税込￥20,900）

￥11,500（税込￥12,650）

10気圧防水

樹脂バンド

樹脂バンド

樹脂バンド

樹脂バンド

ワールドタイム27都市
時刻アラーム5本
ネオンイルミネーター
（BGA-2500）

標準電波受信機能

耐衝撃構造

耐衝撃構造

アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

20気圧防水

10気圧防水

10気圧防水

ワールドタイム48都市

デュアルタイム

ワールドタイム27都市

ムーンデータ
（月齢）

ムーンデータ
（月齢・月の形）

タフソ ー ラ ー

BGA-250-1A3JF

￥13,000
（税込￥14,300）
樹脂バンド

BGA-250-2A2JF

￥13,000
（税込￥14,300）
樹脂バンド

BGA-2500-1A2JF

BGA-250-1AJF

￥21,000（税込￥23,100）

￥13,000
（税込￥14,300）
樹脂バンド

樹脂バンド

BGA-2500-7AJF

￥21,000（税込￥23,100）
樹脂バンド

タイドグラフ

耐衝撃構造
10気圧防水
針退避機能
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
高輝度なフルオートダブルLEDライト
（文字板:ネオンイルミネーター）

For Sports 女性らしいデザインとアクティブな機能を兼ね揃えたNewカラーモデル。

時刻アラーム5本
LEDライト

タイドグラフ

マルチアラーム3本

マルチアラーム3本

ELバックライト

BLX-570-7JF

耐衝撃構造

高輝度な
オートLEDライト

BAX-100-7AJF

BGA-152-7B2JF

￥9,500（税込￥10,450）

￥13,000（税込￥14,300）

￥13,500（税込￥14,850）

樹脂バンド

樹脂バンド

樹脂バンド

耐衝撃構造
10気圧防水
スマートフォンリンク機能
針退避機能
歩数計測
デュアルタイム
時刻アラーム5本
高輝度な
オートダブルLEDライト

＊1
耐衝撃構造

標準電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

10気圧防水
ワールドタイム
48都市

タフソ ー ラ ー

時刻アラーム5本

耐衝撃構造
10気圧防水
ワールドタイム48都市
時刻アラーム
LEDライト

[スマートフォンアプリ]

LEDライト

簡単操作で多機能を
思いのままに。

BSA-B100MC-4AJF

6月
発売予定 ￥15,500
（税込￥17,050）

樹脂バンド

BSA-B100MC-8AJF

6月
発売予定 ￥15,500
（税込￥17,050）

樹脂バンド

BSA-B100MT-1AJF

6月
発売予定 ￥16,500
（税込￥18,150）

樹脂バンド

BGA-1050-7BJF

BSA-B100-1AJF

￥15,500（税込￥17,050）
樹脂バンド

BABY-G
Connected
FREE

＜共通仕様＞●1/100秒ストップウオッチ
（BGA-250は1/1秒）●タイマー●操作音ON/OFF切替機能（BGA-250を除く）●精度：平均月差±30秒（BGA-2500は標準電波受信が行われない場合。BSA-B100は
±15秒、
スマートフォンと連携しない場合）
＜BA-110、BSA-B100＞●電池寿命：約2年＜BGA-250＞●電池寿命：約3年＜BGA-2500＞●パワーセービング機能●バッテリーインジケーター表示
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製品仕様について詳しくはBABY-G公式ウェブサイトをご覧ください。

スマートフォンと通信接続を行うには、
専用アプリ
「BABY-G Connected」
の
インストールが必要です。 Bluetooth®
が搭載されている端末に限ります。

BGA-1100GR-7BJF

BA-130-7A1JF＊1

BA-110-7A1JF＊1

￥22,000（税込￥24,200）

￥23,000（税込￥25,300）

￥15,000（税込￥16,500）

￥15,000（税込￥16,500）

樹脂バンド

樹脂バンド

樹脂バンド

樹脂バンド

＜共通仕様＞●1/100秒ストップウオッチ
（BLX-570は5秒カウントダウンオートスタート付き）●タイマー●操作音ON/OFF切替機能（BGA-152を除く）●精度：平均月差±30秒（電波ソーラーモデルは標準電波受信が行われない場合）
＜BGD-5000・5700、
BGR-3003、BGA-1050・1100＞●パワーセービング機能●バッテリーインジケーター表示＜BGD-560、BAX-100、BGA-152＞●電池寿命：約3年＜BG-169＞●電話番号を最大25件メモリー●デイカウンター●電池寿命：約3年＜BLX-570＞●報音
フラッシュ機能●電池寿命：約3年＜BA-130・110＞●電池寿命：約2年
製品仕様について詳しくはBABY-G公式ウェブサイトをご覧ください。
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Radio Controlled + Tough Solar

モータースポーツから生まれた、高機能クロノグラフ。

電波ソーラーモデル

＊機能は＊4を参照。

[スマートフォンアプリ]

エ ディフィス

簡単操作で多機能を
思いのままに。

FREE

EDIFICE
Connected

CASIO
WATCH+

EQW-T670DB-2AJF

EQW-T670SBK-1AJF

EQW-T670PB-1AJF

EQW-T660DB-1BJF

EQW-T660DC-1AJF

￥50,000（税込￥55,000）

￥52,000（税込￥57,200）

￥45,000（税込￥49,500）

￥48,000（税込￥52,800）

￥55,000（税込￥60,500）

ブルーIP（ベゼル部）
ステンレスムクバンド

ブラックIP（ベゼル部+バンドの一部）
ステンレスムクバンド

ブラックIP（ベゼル部）
樹脂バンド

ブルーIP（ベゼル部）
ステンレスムクバンド

ブラックIP
ステンレスムクバンド

スマートフォンと通信接続を行う
には 、専 用 アプリ「 E D I F I C E
Connected」
（EQB-800・501は
「CASIO WATCH+」）のインス
トールが必要です。 Bluetooth®が
搭載されている端末に限ります。

ECB-10YDB-1AJF＊1

ECB-10YPB-1AJF ＊1

ECB-10YP-1AJF ＊1

￥27,000（税込￥29,700）

￥27,000（税込￥29,700）

￥23,000（税込￥25,300）

ブラックIP
（ベゼル部）
ステンレスバンド

ブラックIP（ケース）
樹脂バンド

樹脂バンド

Smartphone Link + Tough Solar

＊1
10気圧防水
スマートフォンリンク機能
1/1000秒ストップウオッチ
（1時間以上は1/10秒）
針退避機能
ワールドタイム
日付表示
時刻アラーム5本
高輝度なオートダブルLEDライト
曜日表示切替（6ヵ国語）
内面無反射コーティングサファイアガラス

EQW-T650DB-1AJF

タフソーラー搭載 スマートフォンリンクモデル
＊2

スマートフォンと連携して、
自動で時刻修正。世界約300都市の時刻へアクセス。

タフ ソ ー ラ ー

EQW-T650DB-2AJF

EQW-T630JDB-1AJF

￥42,000（税込￥46,200）

￥39,000（税込￥42,900）

￥39,000（税込￥42,900）

ブルーIP（ベゼル部）
ステンレスムクバンド

ブラックIP（ベゼル部）
ステンレスムクバンド

ステンレスムクバンド

ステンレスムクバンド

Solar -Slim Line-

＊4

ソーラー × 薄型モデル

標準電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフ ソ ー ラ ー

ソーラー充電システム
10気圧防水
ストップウオッチ
日付表示
内面無反射コーティング
サファイアガラス

＊3

タフ ソ ー ラ ー

ECB-10YD-2AJF ＊1

ECB-10YDC-1AJF＊1

ECB-900YDB-1AJF ＊2

ECB-900YPB-1AJF ＊2

￥24,000（税込￥26,400）

￥34,000（税込￥37,400）

￥40,000（税込￥44,000）

￥40,000（税込￥44,000）

ステンレスバンド

ブラックIP
ステンレスバンド

ブラックIP（ベゼル部）
ステンレスバンド

ブラックIP（ベゼル含むケース部）
樹脂バンド

EQW-T630JD-2AJF

￥48,000（税込￥52,800）

ブラックIP（ベゼル部）
ステンレスムクバンド

10気圧防水
スマートフォンリンク機能
1/1000秒ストップウオッチ
（1時間以上は1/10秒）
針退避機能
ワールドタイム
マルチアラーム5本
高輝度なフルオートダブルLEDライト
内面無反射コーティングサファイアガラス

10気圧防水
スマートフォンリンク機能
ストップウオッチ
デュアルタイム
日付・曜日表示
時刻アラーム
内面無反射コーティングサファイアガラス
（EQB-1000）

EQW-T630JD-1AJF

￥48,000（税込￥52,800）

10気圧防水
ストップウオッチ
ワールドタイム29都市
日付・曜日表示
時刻アラーム（EQW-T630）
内面無反射コーティング
サファイアガラス
（EQW-T630を除く）

EDIFICE公式SNSページ公開中

EFS-S560YD-1AJF

EFS-S560YDB-1AJF

EFS-S560YDC-1AJF

￥28,000（税込￥30,800）

￥30,000（税込￥33,000）

￥35,000（税込￥38,500）

ステンレスバンド

ブラックIP（ベゼル部）
ステンレスバンド

ブラックIP
ステンレスバンド

Facebook

CasioEdificeJapan

ス ク ー デ リ ア ・ ア ル フ ァ タ ウ リ

Scuderia AlphaTauri
F1™ チームをサポート
「Scuderia AlphaTauri」
は、
2020年シーズンに
「Scuderia Toro Rosso」
からチーム名を変更した、
新進気鋭の若手ドライバーを擁するレーシングチーム。
若く勢いのある躍動感、
マシンに注ぎ込められた
革新的な技術、
そしてスピードを追い求める情熱が EDIFICE の世界観と共通することから、
2016年
よりオフィシャルパートナーとしてスポンサードを開始。2020年、2021年のシーズンも、
ドライバーの
レーシングスーツとマシンのノーズ部分に CASIO と EDIFICE のロゴが掲出される。

EQB-1000YD-1AJF＊3
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EQB-1000XYD-1AJF ＊3

￥45,000（税込￥49,500）

￥45,000（税込￥49,500）

ステンレスムクバンド

ステンレスムクバンド

EQB-1000XYDC-1AJF ＊3

EQB-800DB-1AJF＊3

EQB-501DB-2AJF＊3

￥55,000（税込￥60,500）

￥50,000（税込￥55,000）

￥43,000（税込￥47,300）

ブラックIP
ステンレスムクバンド

ブルーIP（ベゼル部）
ステンレスムクバンド

ブルーIP（ベゼル部）
ステンレスムクバンド

＜共通仕様＞●パワーセービング機能（ECB-10、EFS-S560を除く）●精度：平均月差±15秒（EFS-S560は±20秒。
スマートフォンリンクモデルはスマートフォンと連携しない場合、電波ソーラーモデルは標準電波受信が行われない場合）
＜ECB-10＞
●機内モード●1/1000秒ストップウオッチ●タイマー●操作音ON/OFF切替機能●スケジュール通知音ON/OFF切替機能●電池寿命：約2年＜ECB-900＞●1/1000秒ストップウオッチ●タイマー●バッテリーインジケーター表示●操作音ON/OFF切替
機能＜EQB-1000＞●1/1秒ストップウオッチ＜EQB-800＞●1/20秒ストップウオッチ●バッテリーインジケーター表示＜EQB-501＞●機内モード●1/1秒ストップウオッチ●バッテリー充電警告機能＜EQW-T670・T660・T650・T630＞●ハイブリッドマウ
ント構造●針位置自動補正機能●1/20秒ストップウオッチ●タイマー
（EQW-T630）●バッテリー充電警告機能＜EFS-S560＞●1/1秒ストップウオッチ●バッテリーインジケーター表示
製品仕様について詳しくはEDIFICE公式ウェブサイトをご覧ください。
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Solar Sapphire Model

シーン

ソーラー充電システム

Crystals from Swarovski®（SHS-D300SG・D300GMを除く）

＊1

高機能と、上質なデザインを
兼ね備えたメタルウオッチ。

ソーラー充電システム
5気圧防水
日付表示
内面無反射コーティング
サファイアガラス

＊2

ソーラー充電システム
5気圧防水
日付表示
内面無反射コーティング
サファイアガラス
ファインアジャストブレスレット
＊1
5月
発売予定 ￥24,000（税込￥26,400）

SHS-D300SG-7AJF

ピンクゴールドIP
ステンレスムクバンド

6月発売予定

左から

SHW-5300D-7AJF

￥32,000（税込￥35,200）/ SHW-5300BSG-7AJF* ￥33,000（税込￥36,300）
*ピンクゴールドIP ステンレスムクバンド ＊機能は左下のSHW-5000を参照。

SHS-D200CG-4AJF＊1

￥26,000（税込￥28,600）

Radio Controlled Model

日本／中国電波ソーラー

Crystals from Swarovski®

＊機能は左下のSHW-5000を参照。

ピーチゴールドIP
ステンレスムクバンド

＊1
5月
発売予定 ￥26,000（税込￥28,600）

SHS-D300GM-7AJF

ゴールドIP
ステンレスメッシュバンド

SHS-D200CGL-4AJF＊1

SHS-D300M-7AJF ＊1

SHS-D300CGL-7AJF ＊1

￥22,000（税込￥24,200）

￥22,000（税込￥24,200）

ステンレスメッシュバンド

ピーチゴールドIP
本革バンド

SHS-D100CG-7AJF＊1

SHS-D100D-4AJF＊1

￥22,000（税込￥24,200）

￥26,000（税込￥28,600）

￥22,000（税込￥24,200）

ピーチゴールドIP
本革バンド

ピーチゴールドIP
ステンレスムクバンド

ピンクゴールドIP（りゅうず部）
ステンレスムクバンド

SHEEN
公式SNSページ公開中

Instagram
sheen_jp

SHW-5300D-2AJF

SHW-5200CG-7AJF

SHW-5200DSG-7AJF

SHW-5100CG-7AJF

SHW-5100D-7AJF

SHS-4525CG-4AJF＊2

￥32,000（税込￥35,200）

￥43,000（税込￥47,300）

￥39,000（税込￥42,900）

￥43,000（税込￥47,300）

￥37,000（税込￥40,700）

￥32,000（税込￥35,200）

ゴールドIP（りゅうず部）
ステンレスムクバンド

ピーチゴールドIP
ステンレスムクバンド

ピンクゴールドIP
ステンレスムクバンド

ピーチゴールドIP
ステンレスムクバンド

ステンレスムクバンド

ピーチゴールドIP
ステンレスムクバンド

Radio Controlled Model

日本／中国電波ソーラー

Voyage Series

標準電波受信機能

標準電波受信機能

タフ ソ ー ラ ー

アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

福島局・九州局対応
中国電波対応

10気圧防水
日付表示

内面無反射コーティング
サファイアガラス
ファインアジャストブレスレット
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ピンクゴールドIP
ステンレスムクバンド

SHE-4516SBZ-9AJF＊1
￥28,000（税込￥30,800）
ピンクゴールドIP
ステンレスムクバンド

傷つきにくく透明度が高いサファイア
ガラスに内面無反射コーティングを施し、
クリアな視界を確保。

ファインアジャストブレスレット
バンドサイズを自分で簡単に微調整でき、
むくみなどによる装着時の違和感を解消。
（最大約3.8mm）
（SHW-5200・5100・5000・
SHS-4525）
1700、

タフ ソ ー ラ ー
10気圧防水
ワールドタイム24都市
秒針位置自動補正機能
日付表示

内面無反射コーティング
サファイアガラス
ファインアジャストブレスレット
（SHW-5300を除く）

SHW-5000D-7AJF

￥30,000（税込￥33,000）

SHW-1700SG-4AJF

SHE-4516SBY-7AJF＊1
￥26,000（税込￥28,600）
ステンレスムクバンド

マルチバンド６電波ソーラー＋ワールドタイム

サファイアガラス

SHW-5000DSG-4AJF

SHS-4525SPG-7AJF＊2

ピーチゴールドカラー

スワロフスキー®・クリスタル

肌を明るく引き立てる、SHEENだけの
カラー。
（ S H W - 5 2 0 0 C G・5 1 0 0 C G 、

文字板には、ハイクオリティなスワロフ
スキー®・クリスタルを使用。
（SHW-5000・

S H S - D 3 0 0 C G L・D 2 0 0 C G・D 2 0 0 C G L・

1700、SHS-D300SG・D300GMを除く）

標準電波受信機能

（Radio Controlled Model、
Voyage
Series）

タフソーラー／
ソーラー充電システム
10気圧防水
（Radio Controlled Model、
Voyage
Series）

D100CG・4525CG。写真はSHW-5200CG）

SHW-1700D-2AJF

￥39,000（税込￥42,900）

￥37,000（税込￥40,700）

￥45,000（税込￥49,500）

￥43,000（税込￥47,300）

ピンクゴールドIP
ステンレスムクバンド

ステンレスムクバンド

ピンクゴールドIP
ステンレスムクバンド

ステンレスムクバンド

＜共通仕様＞●バッテリー充電警告機能＜SHW-5300・5200・5100・5000・1700＞●パワーセービング機能●精度：平均月差±15秒（標準電波受信が行われない場合）
＜SHS-D300・D200・D100・4525、SHE-4516＞●精度：平均月差±20秒
製品仕様について詳しくはSHEEN公式ウェブサイトをご覧ください。
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アナログで直感的に、デジタルで正確な情報認識が可能に。

マナスル

真のユーザビリティを追求し続ける本格アウトドアギア。

プロ登山家

プロトレック最高峰と呼ぶにふさわしいクオリティ。

竹内 洋岳
標準電波受信機能

アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

プロトレック

タフ ソ ー ラ ー
10気圧防水
トリプルセンサー
針退避機能
ワールドタイム29都市
時刻アラーム５本
耐低温仕様（−10℃）
フルオートダブルLEDライト
8000GTの文字板：
ネオンイルミネーター
内面無反射コーティング
サファイアガラス
ダブルロックスライド
アジャスト機構付き中留

PRW-70-7JF＊1

＊1

￥62,000（税込￥68,200）

標準電波受信機能

（

スライドレバー式デュラソフトバンド

アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフ ソ ー ラ ー
20気圧防水
トリプルセンサー
針退避機能
ワールドタイム48都市
ムーンデータ
（月齢）
タイドグラフ
フィッシングタイム
時刻アラーム5本
耐低温仕様（−10℃）
フルオートダブルLEDライト
液晶：高輝度なLEDバックライト
文字板：ネオンイルミネーター

（

PRX-8000YT-1JF

）

PRX-8000GT-7JF

￥190,000（税込￥209,000）

￥170,000（税込￥187,000）

DLC処理
チタンムクバンド

64チタンベゼル
チタンカーバイト処理（チタン部）
チタンムクバンド

1971年東京都生まれ。
一気に頂上を目指すアル
パインスタイルを積極的
に取り入れた少人数・軽
装備の登山で一時期に
複数のサミットを狙う登
山スタイルで知られる。
2012年5月26日、日本
人初の8,000m峰14座
完全登頂に成功。竹内
氏の過酷な環境下での
使用のフィードバックを
もとに、PRX-8000は
開発された。

PRT-B50 Series

）

クワッドセンサー（方位、気圧／高度、温度、歩数計）
を搭載したプロトレック初のスマートフォンリンクモデル。

[スマートフォンアプリ]
簡単操作で多機能を思いのままに。

PRO TREK
Connected

PRW-70Y-1JF＊1

￥64,000（税込￥70,400）
グレーIP
スライドレバー式デュラソフトバンド

FREE
スマートフォンと通信接続を行うには、専用
アプリ
「PRO TREK Connected」のインス
トールが必要です。Bluetooth®が搭載されて
いる端末に限ります。

PRW-70YT-7JF＊1

￥95,000（税込￥104,500）
チタンカーバイト処理（ステンレス部）
チタンムクバンド
内面無反射コーティングサファイアガラス

Climber Line クライマーライン

ダウンサイジングを果たしたプロトレック。装着性に優れたスリムデザイン。

PRT-B50-1JF

「マキシフレッシュ 」
３つの特長
®

＜消臭＞

PRT-B50T-7JF

＜抗菌＞

￥40,000（税込￥44,000）

￥45,000（税込￥49,500）

樹脂バンド

チタンバンド/中留二つ折れ部ステンレス
（プッシュ＆リリースバンド※）

ブラックIP（バンド）
チタンバンド/中留二つ折れ部ステンレス
（プッシュ＆リリースバンド※）

登山からタウンユースまで使える、
サファリコンセプトデザイン。

雑菌の増殖を抑え、臭い
の元となる菌の働きを抑制
する抗菌機能。

（PRW-6600）

PRW-60-2AJF＊2

くりかえし洗っても消臭・
抗菌機能が続く持続性。

￥54,000（税込￥59,400）

￥52,000（税込￥57,200）

￥55,000（税込￥60,500）

ブラックIP
フィールドコンポジットバンド
ダブルロックスライドアジャスト機構付き中留
内面無反射コーティングサファイアガラス

ブラックIP
スライドレバー式デュラソフトバンド

スライドレバー式デュラソフトバンド

ブラックIP
スライドレバー式クロスバンド
（MXP [マキシフレッシュ ]素材採用）

10気圧防水
トリプルセンサー
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
耐低温仕様（−10℃）
高輝度なフルオート
LEDバックライト

PRO TREK公式SNSページ公開中

Facebook
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7月
発売予定 ￥45,000
（税込￥49,500）

スライドレバー式デュラソフトバンド
（カラビナアタッチメント付き）

※PRG-600は
非電波モデルです。

PRW-6600YB-3JF

PRG-600-1JF ※

PRG-330-1JF

PRG-330-1AJF

￥52,000（税込￥57,200）

￥46,000（税込￥50,600）

￥26,000（税込￥28,600）

￥26,000（税込￥28,600）

グレーIP
クロスバンド

デュラソフトバンド

樹脂バンド

樹脂バンド

トリプルセンサー

圧力センサー：高度計測※1
高度を1秒間隔※2/1m単位で計測

圧力・温度センサー：気圧/温度計測※3
急激な気圧変化をアラーム通知

磁気センサー：方位計測
方位を60秒間連続計測

CASIOPROTREKJapan

※1 高度計は気圧変化を高度に変換する相対高度計です。気圧が気象条件により変化すると、計測値の高度も変化します。
※3 外気温を計測するときは、時計を腕から外して、体温、汗（水滴）、直射日光などの影響を受けないようにしてください。

Instagram

＜共通仕様＞●ハイブリッドマウント構造（PRW-30、PRT-B50、PRG-600・330を除く）●針位置自動補正機能（PRW-30、PRT-B50、PRG-330を除く）●1/100秒ストップウオッチ
（PRW-30、PRG-330は1/10秒）●方位計測機能●高度計測機能
●気圧計測機能●温度計測機能●タイマー●パワーセービング機能（PRT-B50を除く）●バッテリーインジケーター表示（PRT-B50、PRW-30を除く）●操作音ON/OFF切替機能●精度：平均月差±15秒（PRT-B50はスマートフォンと連携しない場合、電波
ソーラーモデルは標準電波受信が行われない場合）
＜PRW-70・30、PRT-B50、PRG-330＞●日の出・日の入時刻表示

PRW-30AE-2JR＊3

スライドレバー式デュラソフトバンド

フルオートダブルLEDライト

（PRW-6600の文字板：
ネオンイルミネーター）

タフ ソ ー ラ ー

タフ ソ ー ラ ー
10気圧防水
トリプルセンサー
針退避機能
ワールドタイム29都市
時刻アラーム5本
耐低温仕様（−10℃）
フルオートダブルLEDライト
（文字板：ネオンイルミネーター）

7月
発売予定 ￥40,000
（税込￥44,000）

タフ ソ ー ラ ー

アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

スライドレバー式デュラソフトバンド

タフ ソ ー ラ ー
10気圧防水
トリプルセンサー
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
耐低温仕様（−10℃）
高輝度なフルオート
LEDバックライト

10気圧防水
トリプルセンサー
針退避機能
ワールドタイム29都市
時刻アラーム5本
耐低温仕様（−10℃）

標準電波受信機能

標準電波受信機能

7月
発売予定 ￥40,000
（税込￥44,000）

PRG-330 Series

使う人、使うシーンを選ばないコンパクトサイズ。

（PRW-6600、PRG-600共通）

＊3

＊2

PRW-30-5JF ＊3

※プッシュ＆リリースバンドは
P34をご参照ください。

アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

PRW-60YBM-1AJF＊2

￥74,000（税込￥81,400）

PRW-30-1AJF ＊3

）

標準電波受信機能

＜機能持続＞

PRW-50Y-1AJF＊2

（

PRT-B50YT-1JF

￥30,000（税込￥33,000）

PRW-6600・PRG-600 Series

スポーツや日常生活で気
になる汗の臭いに対して、
強力な消臭機能。

PRW-50FC-1JF＊2

10気圧防水
スマートフォンリンク機能
トリプルセンサー
針退避機能
歩数計測
ワールドタイム38都市
時刻アラーム5本
耐低温仕様（−10℃）
オートダブルLEDライト
液晶：高輝度なLEDバックライト
文字板：ネオンイルミネーター

protrek_jp

※2 高度計測の開始から3分間は1秒間隔、
その後は2分/5秒間隔（切替可能）
で計測します。

製品仕様について詳しくはPRO TREK公式ウェブサイトをご覧ください。
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スマートウオッチとしての機能性と、
アウトドアギアとしての信頼性をひとつに。

本格的な機能を搭載したスポーツウオッチ。
©Mapbox
©OpenStreetMap

プロトレックスマート

心拍計測×GPS搭載

コンパクトサイズ×GPS搭載

フィズ

ラップ/スプリットタイムメモリー+マルチバンド6電波ソーラー

ラップ/スプリットタイムメモリー+タフバッテリー

標準電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフバッテリー10
5気圧防水
ラップ／スプリットタイム
メモリー60本
走行距離算出
ペース音
デュアルタイム
時刻アラーム5本
オートLEDライト

タフ ソ ー ラ ー
10気圧防水
ラップ／スプリットタイム
メモリー120本
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
高輝度なフルオート
LEDライト

STW-1000-1JF（左）
STW-1000-1BJF（右）

STR-300J-1AJF（左）
STR-300CJ-1JF（右）

各￥13,500（税込￥14,850）

各￥7,000（税込￥7,700）

樹脂バンド

樹脂バンド

スポーツをより楽しむためのエントリーモデル。
WSD-F21HR-RD

WSD-F30-BU

￥56,000（税込￥61,600）

￥61,000（税込￥67,100）

ソフトウレタンバンド
付属品：専用充電ケーブル・ACアダプター
※機能は左下のWSD-F21HRを参照。

スライドレバー式ソフトウレタンバンド
付属品：専用充電ケーブル・ACアダプター
※機能は右下のWSD-F30を参照。

心拍計測×GPS搭載＜大画面&タッチパネル液晶＞

コンパクトサイズ×GPS搭載＜有機ELディスプレイ&タッチパネル液晶＞

GPS衛星電波
受信機能
専用ケーブル充電

For
RUNNING

10気圧防水
歩数計測
デュアルタイム
ラップ／スプリットタイム
メモリー200本

歩数計測機能

時刻アラーム5本
LEDライト

GPS衛星電波
受信機能

左から

ラップ／スプリット
タイムメモリー

専用ケーブル充電

MIL STANDARD準拠※1
5気圧防水※2
Wear OS by Google™
方位計測
※3
高度計測（10,000m）
気圧計測
心拍計測
歩数計測
耐低温仕様（−10℃）

スポーツギア

MIL STANDARD準拠※1
5気圧防水※2
Wear OS by Google™
方位計測
※3
高度計測（10,000m）
気圧計測
歩数計測
耐低温仕様（−10℃）

WS-2000H-1AJF
WS-2000H-2AJF
LWS-2000H-1AJF
LWS-2000H-2AJF

200本

各￥7,000（税込￥7,700）
樹脂バンド

10気圧防水
デュアルタイム

WSD-F21HR-BK

WSD-F30-RG

WSD-F30-BK

￥56,000（税込￥61,600）

￥61,000（税込￥67,100）

￥61,000（税込￥67,100）

ソフトウレタンバンド
付属品：専用充電ケーブル・ACアダプター

スライドレバー式ソフトウレタンバンド
付属品：専用充電ケーブル・ACアダプター

スライドレバー式ソフトウレタンバンド
付属品：専用充電ケーブル・ACアダプター

Special Features

ラップ／スプリット
タイムメモリー

マルチアラーム3本
LEDライト

60本

左から

WS-1000H-1AJF
WS-1000H-2AJF
LWS-1000H-1AJF
LWS-1000H-2AJF

各￥5,500（税込￥6,050）

WSD-F21HR・F30

樹脂バンド

※4
光学式センサー
（心拍計）

カラー地図表示

（WSD-F21HR）

現在地が表示されたカラーマップを、
いつでも手元で確認できる。地図の
種類やデザインの変更も可能。

本体裏面に光学式センサーを搭載。
LED
光を照射して体内の血流量を感知し、
推定心拍数を計測。
現在の心拍数・心拍
ゾーンなどを数値、
グラフで表示できる。

カシオオリジナルアプリ
GPSや各種センサーと連携し計測デー
タを表示。
ランニング
（WSD-F21HRの
み）、サイクリングなど複数のアクティビ
ティに対応。

動作環境や対応OSスマートフォンについて

詳しくはこちらをチェック！
https://wsd.casio.com/jp/ja/

※表示例はWSD-F21HRです。
※1 MIL-STD-810Gの以下の項目を試験済 落下：MIL-STD-810G Method 516.7 ProcedureⅣに準拠した試験を実施。振動：MIL-STD-810G Method 514.7 ProcedureⅠに準拠した試験を実施。湿度：MIL-STD-810G Method 507.6 ProcedureⅡに準拠した試験を
実施。太陽光照射
（WSD-F21HRのみ）
：MIL-STD-810G Method 505.6 ProcedureⅡに準拠した試験を実施。低圧保管：MIL-STD-810G Method 500.6 ProcedureⅠに準拠した試験を実施。低圧動作：MIL-STD-810G Method 500.6 ProcedureⅡに準拠した試験を
実施。高温保管
（WSD-F30のみ）
：MIL-STD-810G Method 501.6 ProcedureⅠに準拠した試験を実施。低温保管：MIL-STD-810G Method 502.6 ProcedureⅠに準拠した試験を実施。温度衝撃：MIL-STD-810G Method 503.6 ProcedureⅠ-Cに準拠した試験を実施。
氷結：MIL-STD-810G Method 521.4 ProcedureⅠに準拠した試験を実施。
（本端末の有する性能は試験環境下での確認であり、
実際の使用時すべての環境での動作を保証するものではありません。
また、
無破損、
無故障を保証するものではありません。
） ※2 社内独自試験に
よるもの。 ※3 高度計は気圧変化を高度に変換する相対高度計です。
気圧が気象条件により変化すると、
計測値の高度も変化します。 ※4 本機は背面
（裏ブタ）
に内蔵したセンサーによって計測された脈拍に基づく推定心拍数を表示します。
本機が表示する心拍数データは
あくまで参考値であり、
その正確性が保証されるものではありません。
また、
本機の心拍計測機能はレクリエーションで使用することを目的としており、
医療を目的としたいかなる用途にも使用することはできません。
●本製品は、
高調波電流規格
「JIS C 61000-3-2」
に適合しています。●本製品は、
電波法、
電気通信事業法およびVCCIに適合または認証を取得しております。●Wear OS by Googleは、
Google LLCの商標です。●Wi-Fiは、
Wi-Fi Allianceの登録商標です。
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ラップ／スプリットタイム
メモリー60本

製品仕様について詳しくはPRO TREK Smart公式ウェブサイトをご覧ください。

For
MARINE
SPORTS
20気圧防水

標準電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応

20気圧防水
ワールドタイム48都市
時刻アラーム

For
FISHING

ムーンデータ
（月齢・月の形）

20気圧防水

マルチバンド5電波

温度計測※
ワールドタイム50都市
時刻アラーム
ELバックライト

曜日表示切替（9カ国語）
ELバックライト

20気圧防水
フィッシング機能

フィッシング機能

WV-M200-1AJF

AQW-101J-1AJF

￥7,000（税込￥7,700）

￥7,000（税込￥7,700）

樹脂バンド

樹脂バンド

※外気温を計測するときは、時計を腕から外して、
体温、
汗
（水滴）
、直射日光などの影響を受けないようにしてください。

＜共通仕様＞●1/100秒ストップウオッチ●タイマー(STW-1000はインターバル計測用タイマー）
●操作音ON/OFF切替機能(STR-300を除く）
●精度:平均月差±30秒(STW-1000、STR-300は平均月差±15秒。WV-M200は平均月差±20秒。
STW-1000、WV-M200は標準電波受信が行われない場合)＜STW-1000＞●パワーセービング機能●バッテリーインジケーター表示＜STR-300＞●電池寿命：約10年＜WS-2000、LWS-2000＞●パワーセービング機能●電池寿命：約3年
（LWS-2000は約2年）
＜WS-1000、LWS-1000＞●サマータイム設定機能●電池寿命：約10年
（LWS-1000は約5年）
＜WV-M200＞●電池寿命:約3年＜AQW-101＞●フィッシング機能●温度計測機能●電池寿命:約2年
製品仕様について詳しくはPHYS／SPORTS GEAR公式ウェブサイトをご覧ください。
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時刻を自動修正。選べるカシオの電波時計シリーズ。
リニエージ

ウェーブセプター

標準電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフ ソ ー ラ ー
5気圧防水
ワールドタイム29都市
時刻アラーム5本
LEDライト
曜日表示切替（漢字・英語・
ドイツ語・スペイン語・中国語）

LCW-M100TSE-1AJF

実用性の高い機能を搭載した
フルメタル電波ソーラー。

￥34,000（税込￥37,400）

チタンバンド/中留二つ折れ部ステンレス
（プッシュ＆リリースバンド）
＊機能は左下のLCW-M100を参照。

WVA-M630TDE-1AJF

標準電波受信機能

標準電波受信機能

アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフ ソ ー ラ ー

タフ ソ ー ラ ー

5気圧防水
ワールドタイム29都市
時刻アラーム5本
LEDライト
曜日表示切替（漢字・英語・
ドイツ語・スペイン語・中国語）
内面無反射コーティング
サファイアガラス
（LCW-M100TSE）

10気圧防水
ワールドタイム29都市
時刻アラーム5本
LEDライト
曜日表示切替（漢字・英語・
ドイツ語・スペイン語・中国語）
内面無反射コーティング
サファイアガラス

LCW-M500TD-1AJF

WVA-M630D-7AJF

WVA-M630B-1AJF

￥20,000（税込￥22,000）

￥20,000（税込￥22,000）

￥17,500（税込￥19,250）

ステンレスバンド

ステンレスバンド

クロス／合成皮革バンド

標準電波受信機能

標準電波受信機能

アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフ ソ ー ラ ー

タフ ソ ー ラ ー

10気圧防水
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
フルオートLEDライト

WVA-M650D-2AJF

WVA-M650-1AJF

10気圧防水
ワールドタイム29都市
時刻アラーム5本
LEDライト
曜日表示切替（漢字・英語・
ドイツ語・スペイン語・中国語）

LCW-M100TSE-1A2JF

LCW-M100TSE-7AJF

￥34,000（税込￥37,400）

￥20,000（税込￥22,000）

￥40,000（税込￥44,000）

￥28,000（税込￥30,800）

￥18,000（税込￥19,800）

￥18,000（税込￥19,800）

￥18,000（税込￥19,800）

チタンバンド/中留二つ折れ部ステンレス
（プッシュ＆リリースバンド）

チタンバンド/中留二つ折れ部ステンレス
（プッシュ＆リリースバンド）

ステンレスバンド（プッシュ＆リリースバンド）

チタンムクバンド/中留二つ折れ部ステンレス

ステンレスバンド（プッシュ＆リリースバンド）

樹脂バンド

樹脂バンド

樹脂バンド

￥34,000（税込￥37,400）

LCW-M100DE-1AJF

WVA-M630D-1AJF

￥30,000（税込￥33,000）

チタンバンド/中留二つ折れ部ステンレス
（プッシュ＆リリースバンド）

WVA-M650-7AJF

WVA-M640-1A2JF

標準電波受信機能

標準電波受信機能

標準電波受信機能

標準電波受信機能

アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフ ソ ー ラ ー

タフ ソ ー ラ ー

10気圧防水（LCW-M510）
5気圧防水（LCW-M170）
ワールドタイム29都市
時刻アラーム5本
LEDライト
曜日表示切替（漢字・英語・
ドイツ語・スペイン語・中国語）
内面無反射コーティング
サファイアガラス

10気圧防水
ワールドタイム29都市
時刻アラーム
日付・曜日表示
内面無反射コーティング
サファイアガラス

タフ ソ ー ラ ー

タフ ソ ー ラ ー

10気圧防水
ワールドタイム29都市
時刻アラーム
日付・曜日表示

5気圧防水
（LWA-M160D)
日常生活用防水
（LWA-M141D)
ワールドタイム48都市
時刻アラーム
LEDライト

￥34,000（税込￥37,400）

￥34,000（税込￥37,400）

￥27,000（税込￥29,700）

￥34,000（税込￥37,400）

LIW-M700D-1AJF

WVQ-M410DE-1A2JF

￥30,000（税込￥33,000）

￥20,000（税込￥22,000）

￥28,000（税込￥30,800）

￥20,000（税込￥22,000）

ステンレスムクバンド

ステンレスムクバンド

ステンレスムクバンド

ステンレスムクバンド

ステンレスバンド（プッシュ＆リリースバンド）

樹脂バンド

ステンレスバンド（プッシュ＆リリースバンド）

ステンレスバンド

LCW-M510D-1AJF

LCW-M510D-2AJF

LCW-M170D-1AJF

WVQ-M410-1AJF

LWA-M160D-7A2JF

標準電波受信機能

標準電波受信機能

標準電波受信機能

標準電波受信機能

アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

福島局・九州局対応

福島局・九州局対応
中国電波対応

タフ ソ ー ラ ー

タフ ソ ー ラ ー

タフ ソ ー ラ ー

1

2

3

タフ ソ ー ラ ー

5気圧防水
日付表示

5気圧防水
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
フルオートLEDライト

10気圧防水
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
フルオートLEDライト
内面無反射コーティング
サファイアガラス

LWA-M141D-4AJF

5気圧防水
日付表示

プッシュ&リリースバンド
LCW-M600D-1BJF

LCW-M300D-1AJF

LIW-120DEJ-1AJF

LWQ-10DJ-7A2JF

LWQ-10LJ-1A1JF

￥27,000（税込￥29,700）

￥20,000（税込￥22,000）

￥20,000（税込￥22,000）

￥20,000（税込￥22,000）

￥20,000（税込￥22,000）

ステンレスムクバンド

ステンレスムクバンド

ステンレスバンド（プッシュ＆リリースバンド）

ステンレスバンド

ステンレスバンド

本革バンド

＜共通仕様＞●1/100秒ストップウオッチ
（LIW-M700は1/20秒。LIW-120を除く）●タイマー
（LIW-120を除く）●パワーセービング機能●精度：平均月差±15秒（標準電波受信が行われない場合）
＜LCW-M100・M500・M510・M170＞●バッテリーインジ
ケーター表示●操作音ON/OFF切替機能＜LIW-M700・120＞●バッテリー充電警告機能＜LCW-M600・M300＞●バッテリーインジケーター表示

33

LWQ-10DJ-4A1JF

￥34,000（税込￥37,400）

製品仕様について詳しくはLINEAGE公式ウェブサイトをご覧ください。

付属の専用ツールでアジャストが可能なバンドを採用。
簡単にバンドの長さを調整することが可能。

＜共通仕様＞●1/100秒ストップウオッチ
（WVQ-M410、LWQ-10を除く）●タイマー
（LWQ-10を除く）●パワーセービング機能●精度：平均月差±15秒（LWA-M160・M141は±30秒。標準電波受信が行われない場合）
＜WVA-M630・M640、
LWA-M160・M141＞●バッテリーインジケーター表示●操作音ON/OFF切替機能＜WVA-M650＞●バッテリーインジケーター表示＜WVQ-M410＞●1/20秒ストップウオッチ●バッテリー充電警告機能＜LWQ-10＞●バッテリー充電警告機能
製品仕様について詳しくはwave ceptor公式ウェブサイトをご覧ください。
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