■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

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
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
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、
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。
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※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 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、
日 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） 60kHz）
から、北米地域に送信されています。標準電波
本全国に送信されています。標準電波
（JJY）
は国立研究開 波数：68.5kHz）
は、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。
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。

【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
標準電波・電波発信情報に関する
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。

安全上のご注意

警告

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）

◎「Bluetooth」
は、
Bluetooth SIG,Inc.の登録商標です。◎iPhoneは米国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.
《機能・操作・購入先等のご相談窓口》
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。◎αゲル（アルファゲル）
は株式会社タイカの登録商標です。◎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です。◎電波
PHS・IP電話・公衆電話からは03-5334-4869
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。◎コンビネーションモデルの時針・
全国一律料金でご利用いただけます。
分針は20秒ごとに運針を行います。◎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、
https://casio.jp/support/contact/before/
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4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

◎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。

〒151-8543東京都渋谷区本町1-6-2
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Absolute Toughness
次なる強さ、
新たな挑 戦 。
信頼性・実用性を支える
独創のテクノロジーと、
唯一無二の個性を生み出す
革新のCMFデザインをひとつに。
目指したのは、
タフネスの本質と、新たな可能性。
挑戦こそが、進化。
時代を超え、常識を超え、
G-SHOCKは進み続ける。

素 材、構 造を 新 た に 。

多 機 能 を自 在 に 。

革 新 の デ ザイン。

進化は独 創の領域へ。

FROGMAN

GWF-A1000

GBD-H1000

- カーボンコアガード構造

- 耐衝撃 × 20気圧防水

- ISO規格200m潜水用防水

- 心拍計 ＋ GPS機能

- Bluetooth® 搭載電波ソーラー

- スマートフォンリンク

C A S I O C M F D E S I G N
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Color

Material

Finish

先進の加工技術で、

独特の表情を生む

着色技術で、

素材特性を生かした

こだわりの仕上げで、

独創のスタイルを演出。

機能美を創出。

質感と存在感を向上。

メタリックカ ラ ー
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先進のテクノロジーで、強さと機能を追求。

独自のカラー開発や

ホワイト
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カラー・素材・仕上げで、タフネスの個性を広げる。

フッ素 エ ラ ストマ ー

カー ボン

カーボン
コアガード構造

ヘ アラ イン＆ホ ー ニング 仕 上 げ

L

O

G

Y

光学式センサー
（心拍計）

ザラツ研磨
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Premium line

SPORTS line

youth line

強く、美しく。
進化するタフネス

スポーツに役立つ
強さと機能を

多彩な個性、
独創のスタイル

G-SHOCK
COLLECTION
2020
SPRING
SUMMER

METAL COVERED

BASIC

素材、構造、機能へのこだわりが、
極限へのあくなき挑戦を可能にする。
タフネスの新たな布陣がここに。

ORIGIN
SPECIAL COLORS
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GWF-A1000
GWF-A1000 Design / Technology
フルアナログという新たな挑戦。

1.カーボンコアガード構造（カーボンモノコックケース）

高強度で吸湿性の低いカーボンモノコックケースを採用し、

裏蓋一体型のモノコックケースを採用し、ガラスを圧入したメタルリングを6本のビスで固定、ボタンシャフトに3種のガスケットを
装着し、ISO規格200m潜水用防水を実現。ケース素材に、軽量・高強度・低吸水性のカーボンファイバー強化樹脂を使用し、

海中での使用に応える防水性と耐衝撃性を装備。

過酷な使用に耐える耐久性と、長時間使用に応える装着性を両立した。裏蓋にカエルのキャラクターを刻印。

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。

フルアナログダイアル

2.フッ素エラストマーバンド

FROGMAN初のフルアナログ表示を採用。大型の立体イン

海中でのハードな使用を想定し、防汚性、耐加水分解性に

デックスおよび時分針で視認性を高めた。また、時針・分針・ワー

優れたフッ素エラストマーを採用。

ルドタイム針に高速運針可能なデュアルコイルモーターを使用。

3.ダイブモード

4.タイドグラフモード

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

任 意の場 所の潮 汐 情 報を、3 時 側インダイアルでインジ

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

ケーター表 示 。8 時 側のインダイアルでその都 市の現 在

動かすことで、視認性を高めた。

時刻を表示する。

5.スーパーイルミネーター（高輝度なLEDライト）

- Bluetooth®搭載電波ソーラー

鮮やかな光で文字板を照らし、暗所において優れた視認性

- 内面無反射コーティングサファイアガラス

を発揮。

- JIS1種耐磁性能

メタルリング
カーボン
モノコックケース

トリプルガスケット

1

2

潜水時間
時 針と分 針 が
一 体となり、潜
水時間を表示。

潜水
時間（分）

水面休息時間
秒針が逆回転
し、インターバル
タイム計測中で
あることを示す。

水面休息
時間（分）

潜水
時間（秒）

ダイビング
ログ

反時計回り
に動く。
水面休息
時間（時）

現在時刻

3

水面休息
時間（秒）

潜 水 場 所・
日時・時間・
本数などを
タイムライン
表示。

タイドポイント設定
タイドグラフ

NEW

6月発売予定

GWF-A1000-1AJF
￥90,000
（税込￥99,000）

NEW

6月発売予定

GWF-A1000-1A4JF
￥90,000
（税込￥99,000）

NEW

6月発売予定

タイドポイント
現在時刻

GWF-A1000-1A2JF
￥90,000
（税込￥99,000）

スマートフォンリンク機能

スマートフォンリンク機能

スマートフォンリンク機能

電波時計 6局 タフソーラー

電波時計 6局 タフソーラー

電波時計 6局 タフソーラー

カーボンモノコックケース

カーボンモノコックケース

カーボンモノコックケース

フッ素エラストマーバンド

フッ素エラストマーバンド

フッ素エラストマーバンド

サファイアガラス

サファイアガラス

サファイアガラス

世界の主要ダイビング
スポットをプリセット。
4

5

FREE

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

ダイビングログ・タイドグラフ設定
世界約3300ポイント
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【GWF-A1000仕様】●ISO規格200m潜水用防水●耐衝撃構造●耐磁
時計（JIS1種）●タフソーラー●電波受信機能（マルチバンド6）●スマート
フォンリンク機能●針位置自動補正機能●針退避機能●ダイビング機能
●タイドグラフ●デュアルタイム●ストップウオッチ●タイマー●時刻アラーム
●LEDライト
（スーパーイルミネーター）
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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ダイバーズウオッチはさらなる進化へ。

GWF-D1000

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

海洋ミッションを支える強さを。

GWN-Q1000

耐衝撃 × 4（クワッド）センサー

GWF-D1000B-1JF
¥130,000
（税込￥143,000）
電波時計 6局 タフソーラー

ステンレスケース

GWN-Q1000A-1AJF
￥78,000
（税込￥85,800）

カーボンファイバーインサートバンド

電波時計 6局 タフソーラー

サファイアガラス

サファイアガラス

GWF-D1000 Design / Technology

GWN-Q1000 Design / Technology

トリプルセンサー for FROGMAN

カーボンファイバー強化樹脂ケース

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。

剛性に優れたカーボンファイバー強化樹脂※を採用。衝撃など

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

4（クワッド）センサー

による破損、変形を抑えることで高い気密性を確保する。

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。

※東レ株式会社製の炭素繊維強化樹脂「トレカ® 」

ISO規格200m潜水用防水

高気密ボタン・りゅうず構造

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

ボタンシャフトをメタルパイプと3連Oリングで保護。波が
打ちつける船上での使用を想定し、より高い防水性を追求。

ダイバーの潜水活動を支える。

ダイビングメモリー20本
潜水開始と同時に日時、潜水
時間、最大水深を自動記録。
潜水記録に必要な情報管理
に役立つ。

潜水
開始年
潜水
開始月日

交互に
表示

潜水
開始時刻

最低
水温

耐衝撃 ×

耐衝撃 ×

トリプルセンサー

ツインセンサー
（方位/温度計測）

潜水
時間
最大
水深

※画像はGWF-D1000です。

スーパーイルミネーター（高輝度なLEDライト）

水深計測

水深を最大50mまで計測。
潜水時間も同時計測。水中での深度を把握する。

方位計測

方位を60秒間連続計測。秒針で北を指針し、
液晶で角度を表示。風向きや潮の向きを確認する。

気圧計測

気圧を計測し、急激な気圧変化を報知。
天気の急変を予測する。

温度計測

−10〜60℃の範囲で温度を計測。
気温・水温の変化を読み取る。

高度計測

液晶で高度を表示し、秒針で高度差を指針。
極地での活動をサポートする。

耐衝撃 ×
防錆構造

耐衝撃 ×
ISO規格200m
潜水用防水

明るさの強いLEDを採用。鮮やかな光で文字板を照らし、海中や夜間において視認性を確保する。

引張 耐 久 力に優れたカーボンファイバーを樹 脂にインサート。ウエットスーツ着 用 時の使 用を
想定し、長尺バンドを採用。

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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電波時計 6局

GWF-1000-1JF
￥68,000
（税込￥74,800）

【FROGMAN共通仕様】
●ISO規格200m潜水用防水●耐衝撃構造●タフソーラー●電波受信機能
（マルチバンド6）
●ログデータ●タイドグラフ●ムーンデータ●ワールド
タイム●ストップウオッチ●タイマー●時刻アラーム
【GWF-D1000】
●水深計測機能●方位計測機能●温度計測機能●ダイビング機能●タイムスタンプ機能●フルオートLED
バックライト
（スーパーイルミネーター）
【GWF-1000】
●ダイビング機能●フルオートELバックライト

GW-9110-1JF
¥27,000
（税込￥29,700）

GWN-1000B-1BJF
¥57,000
（税込￥62,700）

カーボンファイバーインサートバンド

電波時計 6局 タフソーラー

ステンレスケース

タフソーラー

GN-1000B-1AJF
￥32,000
（税込￥35,200）

電波時計 6局
タフソーラー

【GULFMASTER/GULFMAN共通仕様】
●耐衝撃構造●20気圧防水●タイドグラフ●ムーンデータ●ワールドタイム●ストップウオッチ●タイマー●時刻アラーム
【GWN-Q1000】
●タフソーラー●電波受信機能
（マルチバンド6）
●針位置自動補正機能●針退避機能●水深計測機能●方位計測
機能●気圧計測機能●高度計測機能●温度計測機能●マニュアルメモリー●日の出・日の入時刻表示●フルオートダブルLEDライト
（スーパーイルミネーター）
【GWN-1000】
●タフソーラー●電波受信機能
（マルチバンド6）
●針位置自動補正機能●針退避機能●方位計測機能●気圧計測機能
●高度計測機能●温度計測機能●フルオートダブルLEDライト
【GN-1000】
●針退避機能●方位計測機能●温度計測機能●オートLEDライト
（スーパーイルミネーター）
●電池寿命：約2年
【GW-9110】
●防錆構造●タフソーラー●電波受信機能
（マルチバンド6）
●フルオートELバックライト
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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GWR-B1000
GWR-B1000 Design / Technology
カーボンを纏った真のタフネス。
裏蓋一体型のカーボンモノコックケースを採用し、
シリーズ最高レベルの構造強化と軽量化を同時に実現。

1.カーボンコアガード構造（カーボンモノコックケース）

4.TRIPLE G RESIST

裏蓋一体構造のカーボンモノコックケースでモジュールを保護。高強度かつ軽量の素材

衝撃力、遠心重力、振動の3つの重力加速度に

特性を生かした外装構造により、重さ72gを実現。パイロットの長時間使用に耐える装着性を

耐えるタフネス構造。

身につけた。

また、先進の時刻修正システムで、
航空ミッションに求められる時刻精度も追求。

- フライバック機能付きストップウオッチ

2.カーボンファイバーインサートバンド
引張耐久力に優れたカーボンファイバーインサート樹脂で、切れにくい強靱なバンドを実現。

- 内面無反射コーティング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）
- Bluetooth® 搭載電波ソーラー

3.ラストレジスト構造（防錆）
外気に触れるすべてのメタルパーツに、軽量で強度が高く、錆に強いチタン素材を使用。

カーボン積層ベゼル

カーボン
モノコックケース

1

2

3

4

GWR-B1000-1A1JF
￥90,000
（税込￥99,000）
スマートフォンリンク機能

GWR-B1000-1AJF
￥90,000
（税込￥99,000）

電波時計 6局 タフソーラー

カーボンモノコックケース

スマートフォンリンク機能

カーボンベゼル

電波時計 6局 タフソーラー

カーボンファイバーインサートバンド

カーボンモノコックケース

サファイアガラス

カーボンベゼル
カーボンファイバーインサートバンド
サファイアガラス

FREE

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

世界300都市の時刻に簡単にアクセス

※機体写真：HondaJet Elite
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素材提供協力：Honda Aircraft Company ©2020

【GWR-B1000仕様】
●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●タフソーラー●電波受信機能
（マルチバンド6）
●スマートフォンリンク機能●針位置
自動補正機能●デュアルタイム●ストップウオッチ●タイマー●時刻アラーム●LEDライト
（スーパーイルミネーター）
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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パイロットのニーズに応える
強さと精度を。

GPW-2000

TRIPLE G RESIST × Bluetooth®搭載GPS電波ソーラー

GW-A1100
TRIPLE G RESIST
× 方位計測機能

GW-A1100FC-1AJF
￥76,000
（税込￥83,600）

GW-A1100-1A3JF
￥65,000
（税込￥71,500）

GPW-2000-1A2JF
￥100,000
（税込￥110,000）

電波時計 6局 タフソーラー

電波時計 6局 タフソーラー

フライトコンポジットバンド

サファイアガラス

サファイアガラス

GW-4000

GW-3000

GA-1100

TRIPLE G RESIST

耐衝撃
× 耐遠心重力性能

耐衝撃
× ツインセンサー

GW-4000-1AJF
￥40,000
（税込￥44,000）

GW-3000B-1AJF
￥34,000
（税込￥37,400）

電波時計 6局 タフソーラー

電波時計 6局 タフソーラー

（方位/温度計測）

GA-1100-1AJF
￥27,000
（税込￥29,700）

GPS 衛星電波受信
スマートフォンリンク機能
電波時計 6局 タフソーラー

カーボンファイバーインサートバンド
サファイアガラス

GR-B100
Bluetooth 搭載アビエーションモデル

GPW-2000 Design / Technology
TRIPLE G RESIST

JIS1種耐磁性能

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

モジュール内に耐磁板を配置。電波受信

構造。さらなる耐振動性能の追求により、バンド固定ピンにビスを
使用しないバンド固定構造を開発。

る耐磁性能（JIS1種）
を実現。

Bluetooth® 搭載GPS電波ソーラー

内面無反射コーティングサファイアガラス
風防に、傷に強くクリアな視界を確保する

界中で最新のタイムゾーン、サマータイム情報を反映した時刻を表示。タフ

サファイアガラスを採用。無反射コーティ

ソーラーの搭載により、強負荷のかかる機能のソーラー駆動を実現。

ングを施し、文字板の視認性を向上。

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

世界300都市の時刻に簡単にアクセス

Bluetooth 搭載ソーラー

年月日 ＋ 時刻を設定できる5本のアラーム機能を

スマートフォン連携で、自動時刻修正や簡単時計設定

GR-B100-1A2JF
￥40,000
（税込￥44,000）

搭載。設定時刻の30分前になると小針と液晶で

を実現。タフソーラーを搭載し、強負荷のかかる各種

スマートフォンリンク機能

カウントダウン表示。

機能を安定駆動。

カーボンファイバーインサートバンド
引張耐久力に優れたカーボンファイバー
を樹脂にインサートし、強靱なバンド構造
を実現。

タフソーラー

GRAVITYMASTER Design / Technology
フライバック機能付き1/20秒ストップウオッチ

フライトコンポジットバンド

標準電波、GPS衛星電波、スマートフォンとの連携による時刻修正に対応。世

FREE
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感度を維持しながら、日常使用に求められ

カウントダウンアラーム

［GW-A1100］

［GW-A1100FC］

メタルインサートウレタンのH駒とファインレジンの連結駒を組み合わせ、軽量性、
耐久性、装着性を向上。

ワンプッシュで計測のストップ、リセット、リスタートが可能。操作によるタイム
ラグがない計測を実現。

スーパーイルミネーター（高輝度なLEDライト）

UTCダイレクト表示機能付きワールドタイム

［GPW-2000、GA-1100、GR-B100］

［GPW-2000、GW-A1100、GR-B100］

ワールドタイム/ホームタイム入替表示に対応。航空機運用の基準となるUTC（世界

明るさの強いLEDを採用。鮮やかな光で文字板を照らし、暗所において優れた

標準時）もボタン操作ですばやく表示。

視認性を発揮する。

【GRAVITYMASTER共通仕様】●耐衝撃構造●20気圧防水●ワールドタイム●ストップウオッチ
【GPW-2000】●耐遠心重力性能●耐振動構造●耐磁時計（JIS1種）●タフソーラー●GPS電波受信機能●標準電波受信機能（マルチバンド6）●スマートフォンリンク機能
●針位置自動補正機能●機内モード●タイマー●時刻アラーム●LEDライト
（スーパーイルミネーター）
【 GW-A1100】●耐遠心重力性能●耐振動構造●タフソーラー●電波受信機能（マルチバンド6）●針位置自動補正機能●方位計測機能●タイマー●時刻アラーム
【GW-4000・3000】●耐遠心重力性能●耐振動構造
（GW-4000）
●タフソーラー●電波受信機能
（マルチバンド6）
●針位置自動補正機能●時刻アラーム
【GA-1100】●針退避機能●方位計測機能●温度計測機能●タイマー●時刻アラーム●オートLEDライト
（スーパーイル
ミネーター）
●電池寿命：約2年【GR-B100】●タフソーラー●スマートフォンリンク機能●針退避機能●タイマー●マルチアラーム●フルオートダブルLEDライト
（スーパーイルミネーター）
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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極限を生き抜く強さを。

GWG-1000

GWG-1000-1AJF
￥80,000
（税込￥88,000）
電波時計 6局

目指したのは、究極のサバイバルタフネス。

GPR-B1000

耐衝撃・防塵・防泥 × トリプルセンサー

タフソーラー

サファイアガラス

耐衝撃・防塵・防泥 × GPSナビゲーション ＋ トリプルセンサー

GPSナビゲーション機能

ソーラー充電＆ワイヤレス充電

時計本体にGPS機能を内蔵し、目的地まで

ワイヤレス充電に加え、ソーラー充電にも対応。GPS機能を使用中

のルートや方向をナビゲート。行動軌跡の

に万一バッテリー不足が生じても、ソーラー充電により一定時間の

表示や特定地点の記録にも対応。

再駆動が可能。
FREE

マッドレジスト（防塵・防泥）＋ 耐振動構造

スマートフォンリンク機能

G-SHOCK Connected

防泥性能を確保。モジュール周囲にαゲル®※を内装し、振動から時計を守る。
GWG-1000-1A3JF
￥80,000
（税込￥88,000）

※シリコーンを主原料とする、優れた衝撃吸収性を持つ柔らかいゲル状素材。

- ダブルLEDライト ＋ 蓄光処理

電波時計 6局

（方位、気圧/高度、温度計測）

GG-B100

GPS衛星電波受信

簡 単 操 作 で多 機 能を 思いのままに。

ボタン、りゅうず部からの異物の侵入を防ぐ高気密構造を採用し、優れた防塵・

- トリプルセンサー

GPR-B1000-1JR
￥100,000
（税込￥110,000）

スマートフォンアプリ

ルート
ナビゲーション

バック
トラック機能

タフソーラー

サファイアガラス

ログメモリー

過酷な環境での活動をサポートする陸のタフネス。

サファイアガラス

耐衝撃・防塵・防泥 ×
電波ソーラー

進化したマッドレジスト。

ソーラー＆ワイヤレス充電
カーボンファイバーインサートバンド

世界300都市の時刻に簡単にアクセス

耐衝撃・防塵・防泥 ×
ツインセンサー（方位/温度計測）

耐衝撃・防塵・防泥 ×
ツインセンサー（方位/温度計測）

耐衝撃 × トリプルセンサー

カーボンファイバー
インサートベゼル

耐衝撃・防塵・防泥 × 4（クワッド）センサー

カーボンファイバー
強化樹脂ケース

カーボンコアガード構造

GG-B100-1A3JF
￥45,000
（税込￥49,500）

GG-B100-1AJF
￥45,000
（税込￥49,500）

スマートフォンリンク機能

スマートフォンリンク機能

強化樹脂ケースでモジュールを保護する耐衝撃

カーボンケース

カーボンケース

構造を開発。ケースの強度向上により、ボタン

カーボンファイバーインサートベゼル

カーボンファイバーインサートベゼル

高強度かつ耐候性に優れたカーボンファイバー

ガードのない外装デザインを実現。
FREE

- マッドレジスト（防塵・防泥）構造
- 4（クワッド）センサー（方位、気圧/高度、温度、歩数計測）
- スーパーイルミネーター（高輝度なオートダブルLEDライト）
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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。

G-SHOCK Connected

世界300都市の時刻に簡単にアクセス

GWG-100-1AJF
￥45,000
（税込￥49,500）
電波時計 6局

タフソーラー

GG-1000-1A3JF
￥37,000
（税込￥40,700）

GW-9300-1JF
￥35,000
（税込￥38,500）
電波時計

6局

タフソーラー

カーボンファイバーインサートバンド

GW-9400J-1JF
￥48,000
（税込￥52,800）
電波時計

6局

タフソーラー

カーボンファイバーインサートバンド

【MUDMASTER/RANGEMAN/MUDMAN共通仕様】●耐衝撃構造●防塵・防泥構造
（GW-9400除く）
●20気圧防水●ワールドタイム●ストップウオッチ●タイマー●時刻アラーム
【GWG-1000】●耐振動構造●タフソーラー●電波受信機能
（マルチバンド6）
●針位置自動補正
機能●針退避機能●方位計測機能●気圧計測機能●高度計測機能●温度計測機能●フルオートダブルLEDライト
【GG-B100】●スマートフォンリンク機能●針退避機能●方位計測機能●気圧計測機能●高度計測機能●温度計測機能●歩数計測機能●日の出・日の入時刻表示
●オートダブルLEDライト
（スーパーイルミネーター）
●電池寿命：約2年【GPR-B1000】●耐低温仕様
（−20℃）
●ソーラー充電システム●ワイヤレス充電システム●GPS電波受信機能●GPSナビゲーション機能●スマートフォンリンク機能●機内モード●方位計測機能●気圧計測機能
●高度計測機能●温度計測機能●日の出・日の入時刻表示●ポイントメモリー機能●オートLEDバックライト
（スーパーイルミネーター）
●付属品：ワイヤレス充電器・USBケーブル
【GWG-100】●タフソーラー●電波受信機能
（マルチバンド6）
●針退避機能●フルオートダブルLEDライト
（ネオンイルミネーター、
スーパーイルミネーター）
【GG-1000】
●方位計測機能●温度計測機能●オートLEDライト
（スーパーイルミネーター）
●電池寿命：約2年
【GW-9300】
●タフソーラー●電波受信機能
（マルチバンド6）
●方位計測機能●温度計測機能●ムーンデータ●フルオートELバック
ライト
【GW-9400】●タフソーラー●電波受信機能
（マルチバンド6）
●方位計測機能●気圧計測機能●高度計測機能●温度計測機能●日の出・日の入時刻表示●マニュアルメモリー機能●フルオートLEDバックライト
（スーパーイルミネーター）
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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「洗錬」のタフネスに、さらなる素材進化を。

MTG-B1000

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MT-G。

MTG-B1000D-1AJF
¥100,000
（税込￥110,000）
スマートフォンリンク機能
電波時計 6局 タフソーラー

レイヤーコンポジットバンド
サファイアガラス

MTG-B1000XBD-1AJF
￥135,000
（税込￥148,500）

MTG-B1000BD-1AJF
¥115,000
（税込￥126,500）

スマートフォンリンク機能
電波時計 6局 タフソーラー

スマートフォンリンク機能

カーボンベゼル

電波時計 6局 タフソーラー

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

サファイアガラス

サファイアガラス

強 さを 極 め た

重 厚 感あふれる

カーボンベゼル

メタ ル ベ ゼ ル
樹脂
バンド

カーボン積層ベゼル
［MTG-B1000XBD/B1000XB］

カーボンシートとグラスファイバーシートを積み重ね、プレス
成形と切削加工でベゼルの形状に。天面にカーボン特有の織り
目模様、側面に異素材の積層模様を生かした、強く美しい外観
に仕上げた。
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MTG-B1000XB-1AJF
￥120,000
（税込￥132,000）
スマートフォンリンク機能
電波時計 6局 タフソーラー

カーボンベゼル
サファイアガラス

メタルベゼル
［MTG-B1000D/B1000BD/B1000B/B1000］

天面にヘアライン、斜面にザラツ研磨による美しいミラー面を
創出。こだわりの仕上げでメタル特有の硬質感を表現。
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MTG-B1000
MTG-B1000 Design / Technology

1

2

3

4

ORIGIN

原点、そして進化。フルメタル耐衝撃構造。

GMW-B5000

初号機DW-5000Cのスクエアデザインを、強く美しいメタル外装で実現し、
スマートフォンリンクなどの先進機能を搭載。

1.樹脂バンド［MTG-B1000XB/B1000B/B1000］

GMW-B5000D-1JF
￥60,000
（税込￥66,000）

強さと軽さを併せ持つ肉厚の樹脂バンドを採用。根元にファインレジン製パーツ
を組み込み、大型ボルトでケースと連結することで、接続強度を追求した。

スマートフォンリンク機能
電波時計 6局 タフソーラー

2.レイヤーコンポジットバンド［MTG-B1000XBD/B1000D/B1000BD］
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

TRIPLE G RESIST

合わせ、重量感と装着感を両立。

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。

タフムーブメント
マルチバンド6、
タフソーラー、
針位置自動補正機能、
ハイブリッドマウント構造で、
電波時計の信頼性を向上。

3.コアガード構造
ベゼル、裏蓋、カン足部をボックス状に連結。強靱なメタルの骨格を形成し、
インナーケースを外部衝撃から保護。

スマートアクセス
マルチモーターと電子式リューズスイッチの組み合わせにより、多彩な機能の
直感操作を実現。

4.カーボンファイバー強化樹脂ケース

樹脂
バンド

インナーケースの素材に、炭素繊維強化樹脂を採用。軽量ながら樹脂の概念を

FREE

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

世界300都市の時刻に簡単にアクセス

超えた高剛性化を実現。

GMW-B5000GD-1JF
￥68,000
（税込￥74,800）

- 内面無反射コーティングサファイアガラス
- スーパーイルミネーター（高輝度なLEDライト）
- Bluetooth® 搭載電波ソーラー

GMW-B5000GD-9JF
￥68,000
（税込￥74,800）

GMW-B5000-1JF
￥50,000
（税込￥55,000）

スマートフォンリンク機能

スマートフォンリンク機能

スマートフォンリンク機能

電波時計 6局 タフソーラー

電波時計 6局 タフソーラー

電波時計 6局 タフソーラー

GMW-B5000 Design / Technology
1.フルメタル耐衝撃構造

オリジナルスクエアデザイン

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

耐衝撃を追求した角型フォルム、着用しやすいミニマル形状、
「黄金比」

ファインレジン製の緩衝パーツで衝撃を緩和する。

に近似したアスペクト比約16 :10の液晶など、初号機のオリジナルデザ
インを継承。

2.メタルバンドデザイン［GMW-B5000D/B5000GD］

樹脂
バンド

樹脂
バンド

メタル製バンドピースにディンプル加工を施し、初号機の樹脂バンドデザインを

- Bluetooth® 搭載電波ソーラー

再現。プレスと研磨を繰り返し、細部まで仕上がりの美しさを徹底追求。

- スーパーイルミネーター（高輝度なフルオートLEDバックライト）

樹脂
バンド

FREE

メタル製ベゼルケース

MTG-B1000B-1AJF
¥100,000
（税込￥110,000）

MTG-B1000B-1A4JF
¥100,000
（税込￥110,000）

MTG-B1000-1AJF
¥90,000
（税込￥99,000）

スマートフォンリンク機能

スマートフォンリンク機能

スマートフォンリンク機能

電波時計 6局 タフソーラー

電波時計 6局 タフソーラー

電波時計 6局 タフソーラー

サファイアガラス

サファイアガラス

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。

気密性の高い
スクリューバック

G-SHOCK Connected

世界300都市の時刻に簡単にアクセス

ファインレジン製緩衝パーツ

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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【GMW-B5000仕様】●耐衝撃構造●20気圧防水●タフソーラー●電波受信機能
（マルチバンド6）
●スマートフォンリンク機能
●ワールドタイム●ストップウオッチ●タイマー●時刻アラーム●フルオートLEDバックライト
（スーパーイルミネーター）

インナーパイプ構造の鍛造ボタン

【MTG-B1000仕様】
●耐衝撃構造●耐遠心重力性能●耐振動構造●20気圧防水●タフソーラー●電波受信機能
（マルチバンド6）
●スマートフォンリンク機能●針位置自動補正機能●ワールドタイム●ストップウオッチ●タイマー●時刻アラーム●LEDライト
（スーパーイルミネーター）

1

センターケース

2

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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カーボンコアガード構造採用。
異素材融合に新たな進化。

GST-B300/B200

交換用
バンド

NEW

NEW

6月発売予定

NEW

NEW

GST-B300-1AJF
¥40,000
（税込￥44,000）

GST-B300S-1AJF
¥45,000
（税込￥49,500）

GST-B300SD-1AJF
¥50,000
（税込￥55,000）

GST-B300E-5AJR
¥58,000
（税込￥63,800）

スマートフォンリンク機能

スマートフォンリンク機能

スマートフォンリンク機能

タフソーラー

タフソーラー

タフソーラー

タフソーラー

カーボンケース

カーボンケース

カーボンケース

カーボンケース

6月発売予定

6月発売予定

6月発売予定

スマートフォンリンク機能

Team G-SHOCK

Rui Hachimura

GST-B100

GST-B200X-1A2JF
¥83,000
（税込￥91,300）

GST-B200-1AJF
¥45,000
（税込￥49,500）

GST-B200D-1AJF
¥50,000
（税込￥55,000）

GST-B200B-1AJF
¥50,000
（税込￥55,000）

スマートフォンリンク機能

スマートフォンリンク機能

スマートフォンリンク機能

スマートフォンリンク機能

タフソーラー

タフソーラー

タフソーラー

タフソーラー

カーボンケース

カーボンケース

カーボンケース

カーボンケース

Bluetooth® 搭載、タフネスクロノグラフ。

カーボンベゼル
サファイアガラス

GST-B100/B300/B200 Design / Technology
レイヤーガード構造 ［GST-B100］
樹脂の緩衝パーツをケース内部に配置。さらに、高密度実装技術によりモジュールの
小型・薄型化を可能にし、ケース厚14.1mmのスリムデザインを実現した。

- スーパーイルミネーター（高輝度なLEDライト）
※GST-B300/B200はフルオートダブルLEDライト

- Bluetooth ® 搭載ソーラー

カーボンコアガード構造

［GST-B300/B200］

FREE

高強度で耐候性に優れたカーボンファ

簡 単 操 作 で多 機 能を 思いのままに。

イバー強化樹脂ケースでモジュールを

G-SHOCK Connected

守る。ボタン部には、パイプ状のガード

世界300都市の時刻に簡単にアクセス

パーツを配し直接衝撃から保護。
ファイン
GST-B100-1AJF
¥50,000
（税込￥55,000）
スマートフォンリンク機能
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タフソーラー

GST-B100D-1AJF
¥55,000
（税込￥60,500）
スマートフォンリンク機能

タフソーラー

GST-B100XA-1AJF
¥80,000
（税込￥88,000）
スマートフォンリンク機能

タフソーラー

カーボンベゼル

サファイアガラス

スマートフォンアプリ

レジン製の緩衝材で、時計内部への衝
撃を防ぐ。
カーボンファイバー
強化樹脂ケース

【GST-B100/B300/B200共通仕様】●耐衝撃構造●20気圧防水●タフソーラー●スマートフォンリンク機能●ストップウオッチ
●タイマー
【GST-B100】●デュアルタイム●時刻アラーム●LEDライト
（スーパーイルミネーター）
【 GST-B300・B200】●針退避
機能●ワールドタイム●マルチアラーム●フルオートダブルLEDライト
（スーパーイルミネーター）
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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GST-W300/W310/W110

METAL COVERED

25年目の進化。メタルカバード耐衝撃構造。

GM-6900

アイコンであるラウンドデザインはそのままに、メタルベゼルを纏った耐衝撃構造を実現。
素材の進化が生んだ、6900の新境地がここに。

GST-W300G-1A1JF
￥40,000
（税込￥44,000）

GST-W300G-1A2JF
¥40,000
（税込￥44,000）
電波時計 6局

電波時計 6局

タフソーラー

タフソーラー

GST-W300G-1A9JF
¥40,000
（税込￥44,000）
電波時計 6局
タフソーラー

GM-6900G-9JF
¥26,000
（税込￥28,600）

GM-6900-1JF
¥23,000
（税込￥25,300）

メタルベゼル

メタルベゼル

GM-6900 Design / Technology
1.メタルカバード耐衝撃構造
GST-W300-1AJF
￥35,000（税込￥38,500）

GST-W300-7AJF
￥35,000（税込￥38,500）

GST-W310D-1AJF
¥45,000（税込￥49,500）

GST-W310-1AJF
¥40,000（税込￥44,000）

電波時計 6局

電波時計 6局

電波時計 6局

タフソーラー

タフソーラー

タフソーラー

電波時計 6局
タフソーラー

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。

2.鍛造成形ベゼル
約20工程の鍛造と切削・研磨工程を経て、凹凸の多い複雑な造形からインナー
ケースとの嵌合精度を左右する裏面形状まで精緻に成形。表面を鏡面やヘア
ラインで美しく仕上げた。

ミラー加工トリグラフダイアル
液晶と文字板を組み合わせたトリグラフダイアルを継承。ミラー加工を施し、
メタル外装と調和するデザインに仕上げた。

GST-W310-7AJF
¥40,000（税込￥44,000）

GST-W110-1AJF
¥40,000（税込￥44,000）

電波時計 6局
タフソーラー

GST-W110D-1A9JF
¥45,000（税込￥49,500）

電波時計 6局

電波時計 6局

タフソーラー

タフソーラー

GST-W300/W310/W110 Design / Technology

GM-5600
メタルカバード・
スクエアデザイン。

写真左から
メタルベゼル

レイヤーガード構造
ベゼル 部に異なる素

モジュールの小型化および高密度実装技術によるダウ

材を用いて多重構 造

ンサイジングで、袖口に干渉しにくいコンパクトなケース

にすることで、新たな

を実現。

耐衝撃構造を実現。
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2

GM-5600B-1JF ¥24,000
（税込￥26,400）

ミッドサイズ［GST-W300/W310］

※画像はGST-W300G-1A9JFです。

1

- スーパーイルミネーター（高輝度なフルオートダブルLEDライト）

GM-5600B-3JF ¥24,000
（税込￥26,400）
メタルベゼル
【GST-W300/W310/W110仕様】●耐衝撃構造
●20気圧防水●タフソーラー●電波受信機能
（マルチ
バンド6）●針退避機能●ワールドタイム●ストップ
ウオッチ●タイマー●時刻アラーム●フルオートダブル
LEDライト
（スーパーイルミネーター）
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。

GM-5600-1JF ¥22,000
（税込￥24,200）
メタルベゼル

【GM-6900/5600仕様】●耐衝撃構造●20気圧防水●ストップウオッチ●タイマー●マルチアラーム●ELバックライト●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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耐 衝撃×心 拍計＋GPS 機能

GBD-H1000

GBD-H1000 Design / Technology
タフな身体を手に入れるための
トレーニングギア。

1.光学式センサー（心拍計）
本体裏面に光学式センサー（心拍計）を搭載。LED光を照射して体内の血流量を感知し心拍数を測定する。さらに、加速度（歩数
計）、磁気（方位計）、圧力（高度/気圧計）、温度センサーを搭載し、活動状況のリアルタイム計測を実現。

光学式センサー（心拍計）を搭載しながら、

2.GPS機能

耐衝撃性能と20 気圧防水を実現。
5センサー＋GPS機能で、活動状況をリアルタイム計測し、
専用アプリケーションにより、
トレーニングの評価・分析・プラン作成をサポート。

3.ケース・ボタンデザイン

GPS衛星から現在地の位置情報を取得し、移動距離、速

曲面形状のバックカバーやバンドピースで装着性を向上。

度、ペースなどを計測。GPS以外にもGLONASS、みち

ダイレクト計測が可能な大型ボタン、2色成形で滑り止めを

びきに対応。

施したボタンを採用し、操作性を高めた。

4.ソフトウレタンバンド

MIP液晶

フィット性の高い柔らかい素材を使用。バンド穴の数を多く

各種計測データを高精細、高コントラストで見やすく表示。

設け、通気性をアップ。穴の間隔を狭くすることで、細かい

トレーニング時の表示項目をカスタマイズ可能。

長さ調整を可能にした。

5.スーパーイルミネーター（高輝度なフルオートLEDライト）

6.耐衝撃 ×20気圧防水

暗所において優れた視認性を発揮。腕を傾けるだけで自動点

衝撃に強い構造でモジュールを保護。さらに、防水仕様の充

灯し、運動中の情報確認に役立つ。

電端子を採用し、手首で計測する光学式センサー（心拍計）
を
搭載しながら20気圧防水を実現。

NEW

1

2

3

4

5

6

5月発売予定

GBD-H1000-1A7JR
￥50,000
（税込￥55,000）
GPS衛星電波受信
スマートフォンリンク機能
ソーラー＆USB充電

Team G-SHOCK

Rui Hachimura

ソーラーアシスト充電
NEW
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5月発売予定

NEW

5月発売予定

NEW

5月発売予定

GBD-H1000-1JR
￥50,000
（税込￥55,000）

GBD-H1000-4JR
￥50,000
（税込￥55,000）

GPS衛星電波受信

GPS衛星電波受信

GBD-H1000-8JR
￥50,000
（税込￥55,000）
GPS衛星電波受信

スマートフォンリンク機能

スマートフォンリンク機能

スマートフォンリンク機能

ソーラー＆USB充電

ソーラー＆USB充電

ソーラー＆USB充電

時刻モード（歩数計測、通知機能を含む）は、ソーラー充電 ※
のみで対応可能。また、より短時間での充電が可能なUSB
充電にも対応し、約2.5時間の充電でトレーニング機能を
約14時間連続使用できる。
※毎日約8時間蛍光灯下の室内（500ルクス）
で充電し、一週間の間に2時間晴れた日の
窓際
（10000ルクス）
で充電した場合。

ソーラー充電

USB充電
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ラントレーニングに役立つ、
距離補正に対応。

GBD-H1000

GBD-100
GBD-H1000 Function
心拍計測／心拍ゾーン表示

VO2max計測

現在の心拍数のほか、運動強度が5段階でわかる心拍ゾーンを表示。アクティ
ビティ中のペース管理や、持久力アップなどのトレーニングに役立つ。

体 重 1 k g あたり1 分 間に 体 内 へ 取り込むことのできる最 大 酸 素 摂 取 量
（ml/kg/min）を算出。心肺能力の基準として、持久力強化の指標となる。

心拍数/心拍ゾーン表示
❶ 現在の心拍数 ❷ 現在の心拍ゾーン
❸目標心拍ゾーン
❹

❺

❷
❸

VO2max表示
❶ VO2max
❷フィットネスカテゴリー

心拍グラフ表示
❹ 現在の心拍数
❺ 最大／最小心拍数
❻ 過去30分の心拍グラフ

❻

トレーニングステータス表示

❶

❶

❸
❹
❺

❷
❽

❼

心拍数/ペース表示

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

❾ ❼ 現在の心拍数
❽ 現在の心拍ゾーン
❾目標心拍ゾーン
ペース

トレーニングモード

通知モード

バイブレーション機能

ランニングなどのアクティビティを計測。
３つの表示画面の切り替えで、走行時

Bluetooth ® 接続しているスマート

トレーニング中の経 過 時 間や心 拍

間・距離・ペースなどの情報を確認できるほか、各画面のカスタマイズにも対応。

フォンの電 話・メール・S N S 着 信を

ゾーンアラート、スマートフォンの

通知。※トレーニングモード中は表示されません。

着信など、各種通知を振動で報知。

初期設定の
表示項目

スプリットタイム/移動距離/ペース
Pu
s

h

通知

メール本文※

ライフログ機能
走行を自動判定し距離やペースを計測し、500mを超えるとログデータとし
心拍数/総上昇量
消費カロリー

ラップタイム/ラップ距離
ラップペース

NEW

て記録。歩数や心拍数の常時計測にも対応。運動の習慣化に役立つ。

5月発売予定

NEW

5月発売予定

NEW

5月発売予定

GBD-100-1JF
￥20,000
（税込￥22,000）

GBD-100-2JF
￥20,000
（税込￥22,000）

GBD-100-1A7JF
￥20,000
（税込￥22,000）

スマートフォンリンク機能

スマートフォンリンク機能

スマートフォンリンク機能

専用アプリ［G-SHOCK MOVE］
ログの記録からプラン作成まで。スマートフォン連携で、

距離補正機能

ケースデザイン

加速度センサーで計測した距離を、スマートフォンのGPS機能で補正。補正

ガラス繊 維 入りファインレ

- トレーニング分析

後は時計のみでも、より高精度 ※な距離計測が可能。

ジ ン の ケ ー ス カ バ ーを 採

VO2maxや運動能力の変化を表示。

※加速度センサーのみで距離計測をする当社従来機種と比較して。スマートフォンのGPS精度に依存します。

用。曲面形状で手首への干

トレーニング管理を、もっと簡単、もっと便利に。

今後のトレーニング計画に役立つ。

渉を軽減。

計測機能

- トレーニング履歴

走行時間・距離・速度・ペース・消費カロリーの計測が可能なランニング計測、

計測データをアクティビティごとに一覧表示。
ロードワーク時の移動軌跡も地図上に表示。

大 型の計 測ボタン、滑り止

の時間設定が可能なインターバルタイマーを搭載。

め 形 状 のサイドボタンで 、
操作性を追求。

- トレーニングプラン
目標にあわせて、自分だけのトレーニングプランを
簡単作成。

トレーニング分析データ

トレーニング履歴

トレーニングプラン

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 MOVE

毎日のトレーニングをサポート

※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。
【GBD-H1000仕様】●耐衝撃構造●20気圧防水●ソーラー充電システム●USB充電●GPS電波受信機能
●スマートフォンリンク機能●バイブレーション機能●機内モード●心拍計測機能●歩数計測機能●方位計測
機能●高度計測機能●気圧計測機能●温度計測機能●トレーニング機能●トレーニング分析データ●トレーニ
ングログデータ●ライフログデータ●ワールドタイム●ストップウオッチ●マルチタイマー●時刻アラーム●フル
オートLEDバックライト
（スーパーイルミネーター）
●付属品：専用充電ケーブル

- 高精細MIP液晶
- スーパーイルミネーター（高輝度なオートLEDライト）

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。

FREE

ボタンデザイン

歩行開始とともに自動的に歩数をカウントするステップトラッカー、最大5つ

ランニング計測
GBD-H1000の機能を
ムービーで紹介！

FREE

ステップトラッカー

スマートフォンアプリ

インターバルタイマー

- ソフトウレタンバンド
- スマートフォンリンク機能

簡 単 操 作 で多 機 能を 思いのままに。

G-SHOCK MOVE

毎日のトレーニングをサポート

【GBD-100仕様】●耐衝撃構造●20気圧防水●スマートフォンリンク機能●バイブレーション機能●機内モード●歩数計測機能
●トレーニング機能●トレーニングログデータ●ライフログデータ●ワールドタイム●ストップウオッチ●マルチタイマー●時刻アラーム
●オートLEDバックライト
（スーパーイルミネーター）
●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公式ウェブサイトをご覧ください。
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GBX-100

サーフライディングを支える、
強さと機能を装備。

トップアスリートをサポートする、エクストリームスポーツライン。

Team G-SHOCK

Kanoa Igarashi

GWX-5600C-4JF
￥22,000
（税込￥24,200）

GWX-5700CS-1JF
￥22,000
（税込￥24,200）

GWX-5700CS-7JF
￥22,000
（税込￥24,200）

電波時計 6局 タフソーラー

電波時計 6局 タフソーラー

電波時計 6局 タフソーラー

GWX-8900B-7JF
￥22,000
（税込￥24,200）

GLX-5600-1JF
￥12,500
（税込￥13,750）

電波時計 6局 タフソーラー

NEW

6月発売予定

L igh t ning Y el l ow Series
NEW

6月発売予定

NEW

6月発売予定

NEW

6月発売予定

GBX-100-1JF
￥22,000
（税込￥24,200）

GBX-100-7JF
￥22,000
（税込￥24,200）

GBX-100-2JF
￥22,000
（税込￥24,200）

スマートフォンリンク機能

スマートフォンリンク機能

スマートフォンリンク機能

1.計測機能

タイドポイント設定

満潮/
干潮時間

タイドグラフ、ムーンデータ、日の出・日の入時刻といったサーフィン向けの機能
に加え、走行距離・時間・ペースなどのトレーニング向けの計測機能を搭載。

TE AM G - SH OCKのためにデザインされた、
スペシャルカラーモデル。

日の出/
日の入り

タイドポイント設定

ムーンデータ
（月齢・月の形）

世界の主要サーフスポット3300地点をプリインストール。地図から選択するだけで
設定可能。

タイドグラフ
1

2.高精細MIP液晶
数値とグラフィックを組み合わせた情報量の多い表示が可能。現在時刻、潮汐
情報、各種計測値などを、高精細に表示。

3.鍛造ステンレスベゼル
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
ヘアラインとホーニングで仕上げた。

3

2

- スーパーイルミネーター（高輝度なオートLEDライト）
FREE

スマートフォンアプリ

DW-5600TGA-9JF
￥12,000
（税込￥13,200）

DW-6900TGA-9JF
￥12,000
（税込￥13,200）

BGD-560TG-9JF
（BABY-G）
￥10,500
（税込￥11,550）

- スマートフォンリンク機能

簡 単 操 作 で多 機 能を 思いのままに。

G-SHOCK MOVE

毎日のトレーニングをサポート

【GBX-100仕様】●耐衝撃構造●20気圧防水●スマートフォンリンク機能●タイドグラフ●ムーンデータ●日の出・日の入時刻表示
●歩数計測機能●トレーニング機能●トレーニングログデータ●ライフログデータ●バイブレーション機能●機内モード●ワールドタイム
●ストップウオッチ●マルチタイマー●時刻アラーム●オートLEDバックライト
（スーパーイルミネーター）
●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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【共通仕様】●耐衝撃構造●20気圧防水●ストップウオッチ
【GWX-5600・5700】●タフソーラー●電波受信機能
（マルチバンド6）
●タイドグラフ●ムーンデータ●ワールドタイム●マルチタイマー●時刻アラーム●フルオートELバックライト
【GWX-8900】●タフソーラー●電波受信機能
（マルチバンド6）
●タイドグラフ●ムーンデータ●ワールドタイム●マルチタイマー●時刻アラーム●フルオートLEDバックライト
（スーパーイルミネーター）
【 GLX-5600】●タイドグラフ●ムーンデータ●ワールドタイム●タイマー●マルチアラーム●オートELバックライト●電池寿命：約7年
【DW-5600・6900】●タイマー●マルチアラーム●ELバックライト●電池寿命：約2年【BGD-560】●ワールドタイム●タイマー●時刻アラーム●ELバックライト●電池寿命：約3年
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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GA Series

B A SIC

ANAL OG

圧倒 的な存 在 感。独 創のデザイン。

GA-2100 Series
GA-800-1AJF ￥15,000（税込￥16,500）

GA-710GB-1AJF ￥18,500
（税込￥20,350）

GA-700-1BJF ￥14,500（税込￥15,950）

GA-200-1AJF ￥17,000
（税込￥18,700）

GA-2100-4AJF
￥13,500（税込￥14,850）
GA-2100-1A1JF
￥13,500（税込￥14,850）
カーボンケース

カーボンケース

GA-2100-1AJF
￥13,500（税込￥14,850）
カーボンケース

GA-140-1A1JF ￥13,500
（税込￥14,850）

GA-140-1A4JF ￥13,500
（税込￥14,850）

GA-110-1AJF ￥15,000
（税込￥16,500）

GA-110GW-7AJF ￥16,000
（税込￥17,600）

AW/AWG Series
GA-2000 Series

GA-100CF-1A9JF ￥15,000
（税込￥16,500）
GA-2000S-1AJF
￥15,000（税込￥16,500）
カーボンケース

GA-2000S-7AJF
￥15,000（税込￥16,500）
カーボンケース

GA-2000-1A9JF
￥16,000（税込￥17,600）
カーボンケース

GA-100CB-1AJF ￥15,000
（税込￥16,500）

AW-591-2AJF ￥12,000
（税込￥13,200）

GA-2000-1A2JF
￥16,000（税込￥17,600）

AWG-M100A-1AJF ￥24,000
（税込￥26,400）
電波時計 6局 タフソーラー

カーボンケース

G-100/300 Series

GAW Series

カーボンコアガード構造
［GA-2100/2000］

カーボンケースでモジュール
を保 護 する構 造により、ボタ
ンガードのない外装デザイン
を実現。

GA-2000-2AJF
￥16,000（税込￥17,600）
カーボンケース

GA-2000-3AJF
￥16,000（税込￥17,600）
カーボンケース

GA-2000-5AJF
￥16,000（税込￥17,600）
カーボンケース

- スーパーイルミネーター

（高輝度なダブルLEDライト）

［GA-2100/2000/800、GAW-100］

GAW-100B-1AJF ￥25,000
（税込￥27,500）
電波時計 6局 タフソーラー

【共通仕様】●耐衝撃構造●20気圧防水●ストップウオッチ●時刻アラーム
【GA-2100・2000】●針退避機能●ワールドタイム●タイマー●ダブルLEDライト
（スーパーイルミネーター）
●電池寿命：約3年【GA-800】●針退避機能●デュアルタイム●タイマー●オートダブルLEDライト
（スーパーイルミネーター）●電池寿命：約3年【GA-710・700】●針退避機能●ワールドタイム●タイマー●LEDライト
（スーパーイルミネーター）●電池寿命：約5年【GA-200・140・110・100】●耐磁時計（JIS1種）●ワールドタイム●タイマー●オートLEDライト●電池寿命：約3年
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GAW-100B-1A2JF ￥25,000
（税込￥27,500）

G-100-1BMJF ￥13,500
（税込￥14,850）

G-300-3AJF ￥12,000
（税込￥13,200）

電波時計 6局 タフソーラー

（GA-200）
、約2年
（GA-140・110・100）
【AW-591】●ワールドタイム●タイマー●オートLEDライト●電池寿命：約3年【AWG-M100】●タフソーラー●電波受信機能
（マルチバンド6）
●針退避機能●ワールドタイム●タイマー●フルオートLEDライト
【GAW-100】●タフソーラー●電波
受信機能
（マルチバンド6）
●針退避機能●ワールドタイム●タイマー●フルオートダブルLEDライト
（スーパーイルミネーター）
【G-100】●耐磁時計
（JIS1種）
●デュアルタイム●ELバックライト●電池寿命：約3年【G-300】●ワールドタイム●タイマー●ELバックライト●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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B A SIC

6900

Series

DIGITAL

進 化を続ける、正 統 派タフネス。

ステンレス / 樹脂コンポジットバンド

ORIGIN GW-B5600 Series

［GW-B5600BC/B5600HR］

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。

GW-6900-1JF
￥20,000
（税込￥22,000）
電波時計 6局 タフソーラー

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。

FREE

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

世界300都市の時刻に簡単にアクセス

樹脂
バンド
GW-B5600BC-1BJF
￥26,000
（税込￥28,600）

GW-B5600-2JF
￥21,000
（税込￥23,100）

GW-B5600HR-1JF
￥26,000
（税込￥28,600）

スマートフォンリンク機能

スマートフォンリンク機能

スマートフォンリンク機能

電波時計 6局 タフソーラー

電波時計 6局 タフソーラー

電波時計 6局 タフソーラー

GD-X6900-1JF
￥13,000
（税込￥14,300）

ステンレス/樹脂コンポジットバンド

ステンレス/樹脂コンポジットバンド

7900/8900

ORIGIN

GW-M5610-1JF
￥20,000
（税込￥22,000）

GW-M5610-1BJF
￥20,000
（税込￥22,000）

電波時計 6局 タフソーラー

電波時計 6局 タフソーラー

GW-5000-1JF
￥38,000
（税込￥41,800）
電波時計 6局 タフソーラー

G-5600E-1JF
￥14,000
（税込￥15,400）
タフソーラー

GW-M5610BC-1JF
￥24,000
（税込￥26,400）
電波時計 6局 タフソーラー
メタルコアバンド

DW-5600E-1
￥11,000
（税込￥12,100）

【共通仕様】●耐衝撃構造●20気圧防水●ストップウオッチ●タイマー
【GW-B5600】●タフソーラー●電波受信機能
（マルチバンド6）
●スマートフォンリンク機能●ワールドタイム●時刻アラーム●フルオートLEDバックライト
（スーパーイルミネーター）
【GW-M5610・5000・6900・5510】●タフソーラー●電波
受信機能
（マルチバンド6）
●ワールドタイム●時刻アラーム●フルオートELバックライト
【G-5600】●タフソーラー●ワールドタイム●時刻アラーム●フルオートELバックライト
【DW-5600・6900・5750】●マルチアラーム●ELバックライト●電池寿命：約2年【GD-X6900】●ワールドタイム●マルチアラーム
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DW-6900B-9
￥11,000
（税込￥12,100）

Series

GW-7900B-1JF
￥22,000
（税込￥24,200）

GW-8900A-1JF
￥22,000
（税込￥24,200）

電波時計 6局 タフソーラー

電波時計 6局 タフソーラー

DW-5900-1JF
￥11,000
（税込￥12,100）

DW-5750E-1JF
￥11,000
（税込￥12,100）

GW-5510-1BJF
￥21,000
（税込￥23,100）
電波時計 6局 タフソーラー

G-8900A-1JF
￥13,500
（税込￥14,850）

GD-100-1BJF
￥12,000
（税込￥13,200）

●オートLEDバックライト
（スーパーイルミネーター）
●電池寿命：約10年【GW-7900】●タフソーラー●電波受信機能
（マルチバンド6）
●タイドグラフ●ムーンデータ●ワールドタイム●時刻アラーム●フルオートELバックライト
【GW-8900】●タフソーラー●電波受信機能
（マルチバンド6）
●ワールドタイム●時刻
アラーム●フルオートLEDバックライト
（スーパーイルミネーター）
【G-8900、GD-100】
●マルチタイム●ワールドタイム●時刻アラーム●オートLEDバックライト
（スーパーイルミネーター）
●電池寿命：約3年
（G-8900）
、
約7年
（GD-100）
【DW-5900】
●ワールドタイム●時刻アラーム●ELバックライト●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。
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S P E C I A L
NEW

C O L O R S

6月発売予定

Bl ack a nd Y el l ow Series

デジタルカモフラージュ文 字 板 採 用、
ブラック×イエロー モデル。

T E A M G-SHOCK

G-SHOCKのタフネススピリットに共感。ワールドワイドに活躍するトップアスリートたち。

❸

❷

❶

Rui Hachimura

Kanoa Igarashi

Basketball

Surfing

Rim Nakamura

Aori Nishimura

BMX

Skateboard

❺

❹
❹AWG-M100SDC-1AJF ￥24,000（税込￥26,400）電波時計 6局 タフソーラー

Shigekix

Taisuke

Yohei Uchino

Tsutomu Kitayama

Keanu Chris Kamiyama

Moto Shibata

Sei Asakura

Tokura

Stevie Williams

Kelvin Hoefler

Adriano de Souza

Yadin Nicol

Dance

❶GA-700DC-1AJF ￥15,500（税込￥17,050） ❷GA-140DC-1AJF ￥14,500（税込￥15,950） ❸GA-800DC-1AJF ￥16,000（税込￥17,600）

Dance

BMX

BMX

Surfing

Skateboard

❺GW-B5600DC-1JF ￥21,000（ 税込￥23,100） スマートフォンリンク機能 電波時計 6局 タフソーラー

NEW

Sp ring Col or Series

シンプル デザインに 、
春 色を 纏った 個 性 派 モデル。
Parkour

Freestyle Football

Skateboard

Skateboard

Surfing

Surfing

「B.LEAGUE」オフィシャルタイムキーパー
男子プロバスケットボールリーグ「B.LEAGUE」をサポート。ベスト・オブ・タフ
ショット※（スーパープレー集）を、リーグ公式メディアなどで配信するほか、年間
アワード選手にG-SHOCKスペシャルモデルを贈呈。
※
「タフショット」決めるのが難しいショットのことを指すバスケットボール用語。難しい体勢からの
ショットや、試合の局面でのショット、ブザービーターのことで、試合中最も盛り上がる瞬間。

「B.LEAGUE」4クラブのオフィシャルパートナー

宇都宮ブレックス

G-SHOCKは、挑戦を続ける孤高のアスリート、
石川遼選手をサポートしています。

石川 遼
❷

6歳よりゴルフを始め、高校生になった2007年にツアー初出場
した「マンシングウェアオープンKSBカップ」で15歳245日の
ツアー最年少優勝を達成。翌年プロに転向し、17歳にして賞金
1億円を獲得。2009年には18歳の史上最年少で賞金王を獲得
するなど、
日本の男子ゴルフで最も注目を集める選手の一人とし
て活躍。2013年から5年間USPGAツアーに出場、2018年に
は日本に主戦場を移しJGTO
（日本ゴルフツアー機構）
選手会長
に史上最年少で就任。
現在もゴルフ活性化に向け奮闘している。

❸

❶

❶DW-5600SC-4JF ￥12,000（税込￥13,200） ❷DW-5600SC-2JF ￥12,000（税込￥13,200） ❸DW-5600SC-8JF ￥12,000（税込￥13,200）
【共通仕様】●耐衝撃構造●20気圧防水●ストップウオッチ●タイマー
【GA-700】●針退避機能●ワールドタイム●時刻アラーム●LEDライト
（スーパーイルミネーター）
●電池寿命：約5年
【GA-140】●耐磁時計
（JIS1種）
●ワールドタイム●時刻アラーム●オートLEDライト●電池寿命：
約2年【GA-800】●針退避機能●デュアルタイム●時刻アラーム●オートダブルLEDライト
（スーパーイルミネーター）
●電池寿命：約3年【AWG-M100】●タフソーラー●電波受信機能
（マルチバンド6）
●針退避機能●ワールドタイム●時刻アラーム●フルオートLEDライト
【GW-B5600】
●タフソーラー●電波受信機能
（マルチバンド6）
●スマートフォンリンク機能●ワールドタイム●時刻アラーム●フルオートLEDバックライト
（スーパーイルミネーター）
【DW-5600】●マルチアラーム●ELバックライト●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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プロゴルファー ［カシオ計算機（株）所属］

SNS

琉球ゴールデンキングス

「ヴィッセル神戸」
「FC東京」
オフィシャルスポンサー
J.LEAGUE 「ヴィッセル神戸」
「FC
東京」をサポート。世界にチャレンジ
するトップチームを応援します。

アルバルク東京

法政大学・東京大学・京都大学
アメリカンフットボール部をサポート！
！
時 計にタフネスという新たな概 念を築き上げた
G-SHOCKが、大学スポーツの挑戦をサポートし
ます。

©F.C.TOKYO

ヴィッセル神戸

FC東京

法政大学
東京大学
京都大学
アメリカンフットボール部 アメリカンフットボール部 アメリカンフットボール部

プロダクトアートワーク、映像アーカイブ、TEAM G-SHOCKのアクティビティなど、G-SHOCK × ユースカルチャーの最新
情報を発信。いますぐフォローしよう。

Facebook

Instagram

サンロッカーズ渋谷

Twitter

SHOCK THE RADIO

OKAMOTO Sをパーソナリティに未来に残
したい新定番、フューチャースタンダードを提
案していくカルチャープログラム。

ON AIR
facebook.com/CasioGshockJapan

instagram.com/gshock_jp

twitter.com/gshock_official

TOKYO FM ［FRI］18：00-18：25
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