時の奥深い愉しみへ。
カンパノラ
太古の昔、人間は、太陽の出没や月の満ち欠け、
星の動きで時間を感じとっていた。
やがて地球が太陽を一周する時間を1年、
地球が一回転する時間を1日とする時の単位が生まれた。
そして1週間の曜日には、太陽系の星の名前が与えられた。

時とは、天空の動きに他ならない。
永遠の時を閉じこめる時計は、果てしなくひろがる宇宙を
手の中に収める存在でもあるのだ。

時を愉しむ。その奥深い世界へ、ようこそ。
他のどこにもない唯一無二の時計、
カンパノラをあなたの腕に。

02

03

宙空の美。
宙空の美。それはカンパノラのデザイン・コンセプト。
ガラスに遮られたわずかな空間に、無限の宇宙を閉じこめる。
サークル形状の五徳リングなど、パーツを組み合わせた多層構造を持ち、
建築物のように立体的な表情を醸しだす文字板。
ドームの天井を思わせるラウンドフォルムのサファイアガラス。
美しい文字板の上を正確に、そして優雅に針がリズムを刻む。

究極のメカニズムと美しさを持つ独創の時計。
カンパノラは、手にする人とともに豊かな時間を紡いでゆく。
かけがえのない瞬間を刻んでゆく。

04

05

MECHANICAL
COLLECTION

匠の技を磨く。
ラ・ジュー・ペレ
（La Joux-Perret SA）社の
機械式ムーブメントを搭載した、
カンパノラ メカニカルコレクション。
スイスのラ・ショー・ド・フォンにある同社は、
多くのハイエンドブランドにムーブメントを提供し、
卓越した技術と高いクオリティで知られる。
時計職人がひとつひとつ丹念に
部品を組み上げた心臓部は、
まさに匠の技と呼ぶにふさわしい。
精緻なメカニズムが、美しい時を刻む。

06

07

MECHANICAL
COLLECTION

煌めく人生を。
かさねきょう

匠の技を惜しみなく注ぎこんだ「暈 響」。
漆地に手作業で一枚一枚切り貝を散りばめ、
らでん

丹念に磨き上げた文字板と外周部の螺 鈿は、
ひとつとして同じ表情がない。
心臓部にはラ・ジュー・ペレ社
（スイス）の
機械式ムーブメントを搭載。
世界にたったひとつのあなただけの時計。
心に響く時を重ねて、人生が輝く。
暈響（かさねきょう）NZ0000-07L

08

¥990,000（税抜価格 ¥900,000）

09

MECHANICAL
COLLECTION

儀同哲夫 Tetsuo Gido
昭和23年、会津若松市生まれ。
伝統工芸士として会津漆器の伝統を守り、
新たな可能性を追求している。
またその技を次の世代に伝えるべく、
後進の育成にも情熱を傾けている。
平成14 年よりカンパノラの漆塗り文字板を制作。
令和元年、瑞宝単光章 受章。

This is Japan.
漆は、時を超えて生きつづける。
カンパノラの魅力のひとつである漆塗りの文字板。
英語でJAPANと呼ばれる漆は、文字どおり日本が世界に誇る匠の技である。
漆は採取できるまでに20年という時間を要し、
一本の木からたった一度、わずかな量しか採れない。
その一滴も無駄にせず、工芸家が丹精をこめて芸術へと昇華させる。
縄文時代の装飾品が現存することからわかるように、
それは時間を超えて美しさを保ち、生きつづける。

10

11

MECHANICAL
COLLECTION

美しく時が瞬く。
人々の一瞬一瞬の営みが光の粒となって瞬く、
宇宙の彼方から見た都市の夜景。
ちよのとぼし

「千代燈」は、その光景を文字板に表現。
漆の上に金粉を蒔き、貝を貼り、
その上に黒漆を塗って、きめ細かく研ぎだしている。
ラ・ジュー・ペレ社の機械式ムーブメントを搭載。
職人の手仕事が生む、時を伝える工芸品。
あなたの一瞬一瞬が、美しく瞬く。
千代燈（ちよのとぼし）NZ0000-15F

12

¥880,000（税抜価格 ¥800,000）

13

MECHANICAL
COLLECTION

暁のように、深紅が輝く。
漆を5層に塗った文字板に銀粉を蒔き、
その上に赤玉虫色の漆を薄く塗り、銀の粉を密着。
中央部は炭を用いて銀を磨き、全体を砥の粉で研磨。
さらにもう一度赤玉虫色の漆を銀の上に塗って、
丹念に研ぎ出して仕上げている。
ラ・ジュー・ペレ社の機械式ムーブメントを搭載。
深い紅色の漆が、暁の空のように輝く。
紅明
（べにあけ）NZ0000-07W

14

¥825,000（税抜価格 ¥750,000）

15

MECHANICAL
COLLECTION

銀河に時が流れる。
高精度な電気鋳造の文字板に漆を5層に塗り、
薄く小さな貝片を一片一片貼りつけて、
その上に漆を塗布。漆をきめ細かく研いで、
貝の煌めきや漆の濃淡を調整しながら仕上げている。
ラ・ジュー・ペレ社の機械式ムーブメントを搭載。
らでん

螺 鈿細工があたかも銀河のように煌めき、
あなたを永遠の時に導く。
琉雅（りゅうが）NZ0000-07F

16

¥880,000（税抜価格 ¥800,000）

17

MECHANICAL
COLLECTION

CHRONOGR A PH

ラ・ジュー・ペレ社
（スイス）の
機械式クロノグラフムーブメントを搭載。
文字板中央部には和紙を連想させる
繊細なパターンを配置。外周部や

3つのインダイヤル部のパターンとあわせ、
電気鋳造技法によって緻密に表現している。
スポーツウオッチとはひと味違う、
クラシカルな装いのクロノグラフ。
スイスの機能美と日本の造形美の競演。
NZ1000-61E ¥858,000（税抜価格 ¥780,000（
）P18）
NZ1001-09A ¥825,000（税抜価格 ¥750,000（
）P19）

18

19

MECHANICAL
COLLECTION

クラシカルなシルバーとスタイリッシュな
ブラックのふたつの個性を持つ文字板は、
電気鋳造技法によって和紙や砂紋などの
繊細なモチーフをきめ細かなディテールで表現。
他のメカニカルコレクション同様、
シースルーバックから美しい
機械式ムーブメントを見ることができる。
NZ0000-58W ¥583,000（税抜価格 ¥530,000（
）P20左）

20

NZ0000-58E

¥583,000（税抜価格 ¥530,000（
）P20 右）

NZ0000-07E

¥550,000（税抜価格 ¥500,000（
）P21）
21

COMPLICATION
COLLECTION

過去と未来をつなぐ。
20世紀と21世紀をつなぐ2000年に誕生したカンパノラ。
その第一歩は、100年前にも100年後にも飛んでいける
パーペチュアルカレンダーだった。
さらに時を音で告げるミニッツリピーター、ムーンフェイズ、
クロノグラフと、複雑時計のメカニズムを搭載した
カンパノラ コンプリケーションのラインナップが次々に登場。
古典的な複雑時計の愉しみをクオーツウオッチで提供し、
時の新たな地平を拓く。

22

23

COMPLICATION
COLLECTION

GRAND COMPLICATION

時が目醒める。
こきあけ

茜と紫で染めた日本古来の色、
「深 緋」。
漆塗りで表現した文字板は、夜が明けはじめた時の色。
時間が深い眠りからゆっくり目を醒ます。
ミニッツリピーター、ムーンフェイズ、
パーペチュアルカレンダー、クロノグラフを搭載。
古典的な複雑時計ならではの愉しみを、
クオーツウオッチであなたのものに。
深緋（こきあけ）AH4080-01Z

24

¥440,000（税抜価格 ¥400,000）

25

COMPLICATION
COLLECTION

PERPETUAL CALENDAR

西暦 2000 年を境に、過去から未来まで200 年の時を
自在に行き来できるパーペチュアルカレンダー。
年針、月針、日針、時針、分針、秒針、曜針。
時の表示が並ぶ文字板を包むトノー型のケースは、

3 次曲面を組み合わせた美しいフォルム。
ステンレスを削りだし、職人の手で磨き上げた。
あなたを遥かなる時間旅行へ誘う。
AG6250-50A ¥418,000（税抜価格 ¥380,000（
）P26）
AG6250-09E ¥396,000（税抜価格 ¥360,000（
）P27）
26

27

COMPLICATION
COLLECTION

MINUTE REPEATER

満天の星の中を月が昇ってゆく。
ほしのしずく

「皨 雫」が描くのは、湖面に映る月夜の景色。
白蝶貝で湖に浮かぶ月を、
らでん

螺 鈿で雫のように湖面に降り注ぐ星を表現。
ミニッツリピーターが奏でる透明な音が、
湖の波紋のようにひろがる。

すいきんくつ

ちょうずばち

水 琴窟の手水鉢から
かめ

地中の甕の底にたまった水面に
滴り落ちていく水の雫をモチーフに、
その波紋を文字板にデザイン。
高精度の電気鋳造技法で
波紋パターンを表現。

皨雫（ほしのしずく）AH7060-53F

¥440,000（税抜価格 ¥400,000）

すいきんくつ

水 琴窟の透明感と深みのある音色を
ミニッツリピーターが奏でる。
AH7060-53A ¥407,000（税抜価格 ¥370,000）

28

29

COSMOSIGN
COLLECTION

天空の星をつかむ。
天空の星の動きが時の概念につながり、
やがて人類は時計という装置を生みだした。
時と切り離すことのできない宇宙という大きな存在を、
小さな時計の中に閉じこめることができないだろうか。
そう考えて誕生したのが、カンパノラ コスモサイン。
頭上で輝く恒星や星雲・星団をリアルタイムで文字板に再現。
中央部に月盤を配し、月齢、月の位置も表示する。
満天の星空を、あなたのものに。

30

31

COSMOSIGN
COLLECTION

文字板にひろがる北緯35度の全天星座。
ここは、腕の上の小宇宙。
コスモサインの文字板は、精密な星座盤 /月盤になっている。
北緯35度の全天星座を表示。4.8等星以上の恒星1,027個をはじめ、
アンドロメダ銀河やオリオン大星雲などの星雲・星団を166 個レイアウトし、
恒星の表面温度を4色で表している。
星座盤と月盤をあわせて14もの版を重ねながら、
この小さなスペースに寸分の狂いなく表現する精密技術。
時刻にあわせて時計と逆まわりに回転し、
リアルタイムの星座を正確に表示するメカニズム。
ドーム状のサファイアガラス越しに覗きこむ満天の星は、
ミクロの宇宙と呼ぶにふさわしい。
CTV57-1231 ¥308,000（税抜価格 ¥280,000）

32

33

COSMOSIGN
COLLECTION

漆黒の宇宙をイメージした左のコスモサインは、
ブラックの文字板を採用。方位高度線をグレーにして、
星座を見やすく、リアルに再現。
メタルバンドを採用して、精悍な印象を醸しだす。
右のコスモサインは、独創の月齢盤モデル。
文字板には正確に再現した月の満ち欠けをディスプレイし、
月齢はもとより、月と太陽の位置、太陽の出没時刻を表示。
異なる速度で自動回転する24 時間盤と月齢盤の動きは、
コスモサインの新たな魅力となっている。
AO4010-51E ¥341,000（税抜価格 ¥310,000（
）P34 左）
A A7800-02L ¥308,000（税抜価格 ¥280,000（
）P34 右）
34

※時刻と 24 時間盤の位置はイメージです。

35

MOON PHASE
COLLECTION

時の景色を愛しむ。
昼から夜へと移ろう一瞬に茜色に輝く空、
煌めく星々が川のように横切る漆黒の夜空。
時がつくる美しい景色を、ふたつのかたちにした。
あかね

朱漆にチタンを混ぜて茜色の空を描いた
「燈 寧」。
らでん

りつき

「俐月」。
黒漆の地に螺鈿で星空を表現した
月齢にあわせて、月の女神がやさしく微笑む。
流れゆく時を、あなたとともに。
俐月
（りつき）EZ2000-14E
燈寧（あかね）EZ2002-01W

36

¥275,000（税抜価格 ¥250,000（
）P37 左）
¥275,000（税抜価格 ¥250,000（
）P37 右）

37

ECO -DRIVE
COLLECTION

太陽の光が時を動かす。
太陽の光があれば、地球上のどこにいても時計が動く。定期的な電池交換の必要がなく、地球に負荷をかけない。
独創のテクノロジー、エコ・ドライブを搭載したカンパノラ エコ・ドライブは、時計の新しいあり方を提案する。
人間が磨きあげた工芸技術と自然との絶妙なコラボレーション。考えてみれば、人間もエコ・ドライブも太陽を生命の源にしている。
光あるところに、豊かな時間が流れる。

38

39

ECO-DRIVE
COLLECTION

月の光。太陽の力。
太陽が照らして月は輝き、その光と影でかたちを変える。
漆と螺鈿で描いた宇宙に浮かぶムーンフェイズは、

8 版を使って月の表情をリアルに表現。
太陽が放つ力を描く12 時位置のカレンダー、
文字板は電気鋳造で緻密にディテールを表現している。
太陽の光で動くエコ・ドライブ搭載。
あなたとともに、時が満ちてゆく。
天満星
（あまみつほし）BU0020-71A
紺瑠璃（こんるり）BU0020-20A

40

¥341,000（税抜価格 ¥310,000（
）P41左）

¥286,000（税抜価格 ¥260,000（
）P41右）

41

ECO-DRIVE
COLLECTION

宇宙の壮大な風景をデザイン。

12 時位置のサブダイヤルは太陽の輝きを、
宇宙船の窓に見立てた6 時位置のサブダイヤルは
窓から見える宇宙を表している。
あまみつぼし

「天満星」(P42 左)では漆の金粉蒔きで星空を、
こきあけ

「深 緋」(P42 右)では漆を丹念に塗り重ね、
まだ若い燃える地球を表現。
こんるり

「紺瑠璃」(P43左)では青漆で地球を、
あまいろぼし

らでん

「天 彩星」
（P43 右）では螺 鈿で
漆黒の空間に輝く星を表現している。
天満星
（あまみつほし）BU0020-03A
深緋（こきあけ）BU0020-03B
紺瑠璃（こんるり）BU0020-54A

¥341,000（税抜価格 ¥310,000（
）P43左）

天彩星
（あまいろほし）BU0020-62A

42

¥308,000（税抜価格 ¥280,000（
）P42 左）

¥308,000（税抜価格 ¥280,000（
）P42 右）
¥341,000（税抜価格 ¥310,000（
）P43 右）

43

CA MPA NOL A FULL LINEUP

MECHANICAL
COLLECTION

暈響（かさねきょう）

千夜燈（ちよのとぼし）

NZ0000-07L
CAL.Y513

NZ0000-15F
CAL.Y513

漆塗り文字板
￥990,000（税抜価格￥900,000）
精度：-5～+10秒/日（注）
ケースサイズ : 径42.0mm / 厚さ14.0mm
ケース素材 : ステンレス
ガラス : デュアル球面サファイアガラス
（クラリティ
・コーティング）
バンド : ワニ革 三ツ折れプッシュタイプ中留
裏ぶた : スクリュー式シースルーバック
サファイアガラス
原産国 : スイス製ムーブ・日本組立
機械式
（自動巻き/手巻き）
最大巻上時 : 約42時間持続 / 石数 : 25石
振動数 : 毎時28,800回
（毎秒8振動）
ビッグデイトカレンダー機能
パワーリザーブ表示機能 / 秒針停止機能
日常生活用防水

機械式
（自動巻き/手巻き）
最大巻上時 : 約42時間持続 / 石数 : 25石
振動数 : 毎時28,800回
（毎秒8振動）
ビッグデイトカレンダー機能
パワーリザーブ表示機能 / 秒針停止機能
日常生活用防水

P09

P13

紅明（べにあけ）

琉雅（りゅうが）

NZ0000-07W
CAL.Y513

NZ0000-07F
CAL.Y513

漆塗り文字板
￥825,000（税抜価格￥750,000）
精度：-5～+10秒/日（注）
ケースサイズ : 径42.0mm / 厚さ14.0mm
ケース素材 : ステンレス
ガラス : デュアル球面サファイアガラス
（クラリティ
・コーティング）
バンド : ワニ革 三ツ折れプッシュタイプ中留
裏ぶた : スクリュー式シースルーバック
サファイアガラス
原産国 : スイス製ムーブ・日本組立

44

漆塗り文字板
￥880,000（税抜価格￥800,000）
精度：-5～+10秒/日（注）
ケースサイズ : 径42.0mm / 厚さ14.0mm
ケース素材 : ステンレス
ガラス : デュアル球面サファイアガラス
（クラリティ
・コーティング）
バンド : ワニ革 三ツ折れプッシュタイプ中留
裏ぶた : スクリュー式シースルーバック
サファイアガラス
原産国 : スイス製ムーブ・日本組立

漆塗り文字板
￥880,000（税抜価格￥800,000）
精度：-5～+10秒/日（注）
ケースサイズ : 径42.0mm / 厚さ14.0mm
ケース素材 : ステンレス
ガラス : デュアル球面サファイアガラス
（クラリティ
・コーティング）
バンド : ワニ革 三ツ折れプッシュタイプ中留
裏ぶた : スクリュー式シースルーバック
サファイアガラス
原産国 : スイス製ムーブ・日本組立

機械式
（自動巻き/手巻き）
最大巻上時 : 約42時間持続 / 石数 : 25石
振動数 : 毎時28,800回
（毎秒8振動）
ビッグデイトカレンダー機能
パワーリザーブ表示機能 / 秒針停止機能
日常生活用防水

機械式
（自動巻き/手巻き）
最大巻上時 : 約42時間持続 / 石数 : 25石
振動数 : 毎時28,800回
（毎秒8振動）
ビッグデイトカレンダー機能
パワーリザーブ表示機能 / 秒針停止機能
日常生活用防水

P15

P16

NZ1000-61E
CAL.Y150

NZ1001-09A
CAL.Y150

¥858,000（税抜価格￥780,000）
精度 : -5～+10秒/日（注）
ケースサイズ：径44.0mm / 厚さ17.0mm
ケース素材：ステンレス
ガラス：デュアル球面サファイアガラス
（クラリティ
・コーティング）
バンド：ステンレス 三ツ折れプッシュタイプ中留
裏ぶた : スクリュー式シースルーバック
サファイアガラス
原産国：スイス製ムーブ・日本組立

¥825,000（税抜価格￥750,000）
精度 : -5～+10秒/日（注）
ケースサイズ：径44.0mm / 厚さ17.0mm
ケース素材：ステンレス
ガラス：デュアル球面サファイアガラス
（クラリティ
・コーティング）
バンド：ワニ革 三ツ折れプッシュタイプ中留
裏ぶた : スクリュー式シースルーバック
サファイアガラス
原産国：スイス製ムーブ・日本組立

機械式
（自動巻き/手巻き）
最大巻上時：約42時間持続 / 石数 : 27石
振動数：毎時28,800回
（毎秒8振動）
ビッグデイトカレンダー機能
12時間計測クロノグラフ / 秒針停止機能
日常生活用防水

機械式
（自動巻き/手巻き）
最大巻上時：約42時間持続 / 石数 : 27石
振動数：毎時28,800回
（毎秒8振動）
ビッグデイトカレンダー機能
12時間計測クロノグラフ / 秒針停止機能
日常生活用防水

P18

P19

NZ0000-58W
CAL.Y513

NZ0000-58E
CAL.Y513

¥583,000（税抜価格￥530,000）
精度 : -5～+10秒/日（注）
ケースサイズ：径42.0mm / 厚さ14.0mm
ケース素材：ステンレス
ガラス：デュアル球面サファイアガラス
（クラリティ
・コーティング）
バンド：ステンレス 三ツ折れプッシュタイプ中留
裏ぶた : スクリュー式シースルーバック
サファイアガラス
原産国：スイス製ムーブ・日本組立

¥583,000（税抜価格￥530,000）
精度 : -5～+10秒/日（注）
ケースサイズ：径42.0mm / 厚さ14.0mm
ケース素材：ステンレス
ガラス：デュアル球面サファイアガラス
（クラリティ
・コーティング）
バンド：ステンレス 三ツ折れプッシュタイプ中留
裏ぶた : スクリュー式シースルーバック
サファイアガラス
原産国：スイス製ムーブ・日本組立

機械式
（自動巻き/手巻き）
最大巻上時：約42時間持続 / 石数 : 25石
振動数：毎時28,800回
（毎秒8振動）
ビッグデイトカレンダー機能
パワーリザーブ表示機能 / 秒針停止機能
日常生活用防水

機械式
（自動巻き/手巻き）
最大巻上時：約42時間持続 / 石数 : 25石
振動数：毎時28,800回
（毎秒8振動）
ビッグデイトカレンダー機能
パワーリザーブ表示機能 / 秒針停止機能
日常生活用防水

P20左

P20 右

注）精度は、
ムーブメントを静的状態にて測定したものです。機械式時計の特性上、
ご使用になる条件、
（携帯時間、時計の姿勢、腕の動き、
ぜんまいの巻き上げ具合など）
によっては、
日差範囲を超える場合があります。持続時間は、
目安です。
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COMPLICATION
COLLECTION

NZ0000-07E
CAL.Y513

深緋（こきあけ）

¥550,000（税抜価格￥500,000）
精度 : -5～+10秒/日（注）
ケースサイズ：径42.0mm / 厚さ14.0mm
ケース素材：ステンレス
ガラス：デュアル球面サファイアガラス
（クラリティ
・コーティング）
バンド：ワニ革 三ツ折れプッシュタイプ中留
裏ぶた : スクリュー式シースルーバック
サファイアガラス
原産国：スイス製ムーブ・日本組立
機械式
（自動巻き/手巻き）
最大巻上時：約42時間持続 / 石数 : 25石
振動数：毎時28,800回
（毎秒8振動）
ビッグデイトカレンダー機能
パワーリザーブ表示機能 / 秒針停止機能
日常生活用防水

AH4080-01Z
CAL.6772
漆塗り文字板
￥440,000（税抜価格￥400,000）
精度 : ±20秒/月
ケースサイズ : 径43.0mm / 厚さ16.5mm
ケース素材 : ステンレス
表面処理 : デュラテクトα
ガラス : デュアル球面サファイアガラス
（無反射コーティング）
バンド : ワニ革 三ツ折れプッシュタイプ中留
原産国：日本
ミニッツリピーター機能 / ムーンフェイズ機能
パーペチュアルカレンダー / クロノグラフ
24時間表示機能 / 秒針停止機能
電池寿命 約2年 / 日常生活用防水

¥396,000（税抜価格￥360,000）
精度：±20秒/月
ケースサイズ：横41.0mm 縦52.8mm
厚さ15.7mm
ケース素材：ステンレス
ガラス：デュアル球面サファイアガラス
（無反射コーティング）
バンド：ワニ革 三ツ折れプッシュタイプ中留
原産国：日本
パーペチュアルカレンダー / カレンダー呼び出し
日付早修正機能 / 曜日早修正機能
24時間表示機能 / 秒針停止機能
電池寿命 約3年 / 日常生活用防水

P27

AH4080-52A
CAL.6772

AG6250-50A
CAL.6704

￥440,000（税抜価格￥400,000）
精度 : ±20秒/月
ケースサイズ : 径43.0mm / 厚さ16.5mm
ケース素材 : ステンレス
表面処理 : デュラテクトα
ガラス : デュアル球面サファイアガラス
（無反射コーティング）
バンド : ステンレス
（デュラテクトα）
三ツ折れプッシュタイプ中留
原産国：日本
ミニッツリピーター機能 / ムーンフェイズ機能
パーペチュアルカレンダー / クロノグラフ
24時間表示機能 / 秒針停止機能
電池寿命 約2年 / 日常生活用防水

¥418,000（税抜価格￥380,000）
精度：±20秒/月
ケースサイズ：横41.0mm 縦52.8mm
厚さ15.7mm
ケース素材：ステンレス
ガラス：デュアル球面サファイアガラス
（無反射コーティング）
バンド：ステンレス 三ツ折れプッシュタイプ中留
原産国：日本
パーペチュアルカレンダー / カレンダー呼び出し
日付早修正機能 / 曜日早修正機能
24時間表示機能 / 秒針停止機能
電池寿命 約3年 / 日常生活用防水

P26

注）精度は、
ムーブメントを静的状態にて測定したものです。機械式時計の特性上、
ご使用になる条件、
（携帯時間、時計の姿勢、腕の動き、
ぜんまいの巻き上げ具合など）
によっては、
日差範囲を超える場合があります。持続時間は、
目安です。

皨雫（ほしのしずく）

AH7060-53F
CAL.6762

漆塗り文字板
¥440,000（税抜価格￥400,000）
精度 : ±20秒/月
ケースサイズ : 径42.5mm / 厚さ15.5mm
ケース素材 : ステンレス
ガラス : デュアル球面サファイアガラス
（クラリティ
・コーティング）
バンド : ステンレス 三ツ折れプッシュタイプ中留
原産国 : 日本
ミニッツリピーター機能 / パーペチュアルカレンダー
アラーム1・2 / ローカルタイム
ローカルタイムアラーム / 24時間表示機能
電池寿命 約2年 / 日常生活用防水

P28

P25

P21
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AG6250-09E
CAL.6704

AH7060-53A
CAL. 6762
¥407,000（税抜価格￥370,000）
精度 : ±20秒/月
ケースサイズ : 径42.5mm / 厚さ15.5mm
ケース素材 : ステンレス
ガラス : デュアル球面サファイアガラス
（クラリティ
・コーティング）
バンド : ステンレス 三ツ折れプッシュタイプ中留
原産国 : 日本
ミニッツリピーター機能 / パーペチュアルカレンダー
アラーム1・2 / ローカルタイム
ローカルタイムアラーム / 24時間表示機能
電池寿命 約2年 / 日常生活用防水

AH7061-00E
CAL. 6762
¥374,000（税抜価格￥340,000）
精度 : ±20秒/月
ケースサイズ : 径42.5mm / 厚さ15.5mm
ケース素材 : ステンレス
ガラス : デュアル球面サファイアガラス
（クラリティ
・コーティング）
バンド : ワニ革 三ツ折れプッシュタイプ中留
原産国 : 日本
ミニッツリピーター機能 / パーペチュアルカレンダー
アラーム1・2 / ローカルタイム
ローカルタイムアラーム / 24時間表示機能
電池寿命 約2年 / 日常生活用防水

P29
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COSMOSIGN

MOON PHASE

COLLECTION

CTV57-1231
CAL.4398
￥308,000（税抜価格￥280,000）
精度 : ±20秒/月
ケースサイズ : 径44.0mm / 厚さ14.5mm
ケース素材 : ステンレス
ガラス : デュアル球面サファイアガラス
（無反射コーティング）
バンド : ワニ革 三ツ折れプッシュタイプ中留
文字板 : サファイアガラス
（無反射コーティング）
原産国 : 日本

COLLECTION

AO4010-51E
C AL.4398
￥341,000（税抜価格￥310,000）
精度 : ±20秒/月
ケースサイズ : 径45.0mm / 厚さ14.1mm
ケース素材 : ステンレス
ガラス : デュアル球面サファイアガラス
（クラリティ
・コーティング）
バンド : ステンレス 三ツ折れプッシュタイプ中留
文字板 : サファイアガラス
（無反射コーティング）
原産国 : 日本

星座早見機能 / 北緯35度全天星座表示
実視等級4.8以上の明るさの恒星1027個表示
星雲星団166個表示 / 月盤による月齢の読取り
日の出日の入り時刻の読取り / 月位置表示
秒針停止機能 / 電池寿命 約3年
日常生活用防水

星座早見機能 / 北緯35度全天星座表示
実視等級4.8以上の明るさの恒星1027個表示
星雲星団166個表示 / 月盤による月齢の読取り
日の出日の入り時刻の読取り / 月位置表示
秒針停止機能 / 電池寿命 約3年
日常生活用防水

P33

P34左

俐月（りつき）

EZ2000-14E
CAL.6324
漆塗り文字板
￥275,000（税抜価格￥250,000)
精度 : ±20秒/月
ケースサイズ：径36.0mm / 厚さ10.1mm
ケース素材 : ステンレス
ガラス : デュアル球面サファイアガラス
（クラリティ
・コーティング）
バンド : サテン風合成皮革 三ツ折れプッシュタイプ中留
文字板 : 黒漆螺鈿
原産国：日本

燈寧（あかね）

EZ2002-01W
CAL.6324
漆塗り文字板
￥275,000（税抜価格￥250,000)
精度 : ±20秒/月
ケースサイズ：径36.0mm / 厚さ10.1mm
ケース素材 : ステンレス めっき
（サクラ色）
ガラス : デュアル球面サファイアガラス
（クラリティ
・コーティング）
バンド : サテン風合成皮革 三ツ折れプッシュタイプ中留
文字板 : 朱漆
原産国：日本

ムーンフェイズ機能 / 秒針停止機能
電池寿命３年 / 日常生活用防水

ムーンフェイズ機能 / 秒針停止機能
電池寿命３年 / 日常生活用防水

P37左

P37右

ECO-DRIVE
COLLECTION

AO1030-09L
CAL.4394
￥275,000（税抜価格￥250,000）
精度 : ±20秒/月
ケースサイズ : 径39.0mm / 厚さ12.5ｍｍ
ケース素材 : ステンレス
ガラス : デュアル球面サファイアガラス
（クラリティ
・コーティング）
バンド : ワニ革 三ツ折れプッシュタイプ中留
文字板 : サファイアガラス
（無反射コーティング）
原産国 : 日本
星座早見機能 / 北緯35度全天星座表示
実視等級4.0以上の明るさの恒星452個表示
主な星雲星団119個表示
日の出日の入り時刻の読取り
秒針停止機能 / 電池寿命 約3年
日常生活用防水

AA7800-02L
CAL.4386
￥308,000（税抜価格￥280,000）
精度 : ±20秒/月
ケースサイズ : 径45.0mm / 厚さ13.9mm
ケース素材 : ステンレス
ガラス : デュアル球面サファイアガラス
（クラリティ
・コーティング）
バンド : ワニ革 三ツ折れプッシュタイプ中留
文字板 : サファイアガラス
（無反射コーティング）
原産国 : 日本
月齢盤と24時間盤による月齢の読取り
太陽の位置及び日の出日の入り時刻の読取り
月の位置及び月の出月の入り時刻の読取り
秒針停止機能 / 電池寿命 約3年
日常生活用防水

P34右
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天満星（あまみつほし）

天彩星（あまいろほし）

BU0020-71A
CAL.8730

BU0020-71E
CAL.8730

漆塗り文字板
￥341,000（税抜価格￥310,000）
精度 : ±15秒/月
ケースサイズ：径43.5mm / 厚さ14.8ｍｍ
ケース素材 : ステンレス
ガラス : デュアル球面サファイアガラス
（無反射コーティング）
バンド : ステンレス 三ツ折れプッシュタイプ中留
文字板 : 電気鋳造 ＋ 漆塗り
原産国 : 日本
ムーンフェイズ機能 / 日付早修正機能
過充電防止機能 / クイックスタート機能
エコ・
ドライブ
（光発電フル充電時約6ヶ月駆動）
日常生活用防水

漆塗り文字板
￥341,000（税抜価格￥310,000）
精度 : ±15秒/月
ケースサイズ : 径43.5mm / 厚さ14.8mm
ケース素材 : ステンレス
ガラス : デュアル球面サファイアガラス
（無反射コーティング）
バンド : ステンレス 三ツ折れプッシュタイプ中留
文字板 : 電気鋳造 ＋ 漆塗り
原産国：日本
ムーンフェイズ機能 / 日付早修正機能
過充電防止機能 / クイックスタート機能
エコ・
ドライブ
（光発電フル充電時約6ヶ月駆動）
日常生活用防水

P41左
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紺瑠璃（こんるり）

天満星（あまみつほし）

天彩星（あまいろほし）

紺瑠璃（こんるり）

BU0020-20A
CAL.8730

BU0020-03A
CAL.8730

BU0020-62A
CAL.8730

BU0040-57L
CAL.8730

漆塗り文字板
¥286,000（税抜価格¥260,000）
精度 : ±15秒/月
ケースサイズ：径43.5mm / 厚さ14.8ｍｍ
ケース素材 : ステンレス
ガラス : デュアル球面サファイアガラス
（無反射コーティング）
バンド : カーフ 三ツ折れプッシュタイプ中留
文字板 : 電気鋳造 ＋ 漆塗り
原産国：日本

漆塗り文字板
￥341,000（税抜価格￥310,000）
精度 : ±15秒/月
ケースサイズ：径43.5mm / 厚さ14.8ｍｍ
ケース素材 : ステンレス
ガラス : デュアル球面サファイアガラス
（無反射コーティング）
バンド : ステンレス 三ツ折れプッシュタイプ中留
原産国 : 日本

ムーンフェイズ機能 / 日付早修正機能
過充電防止機能 / クイックスタート機能
エコ・
ドライブ
（光発電フル充電時約6ヶ月駆動）
日常生活用防水

ムーンフェイズ機能 / 日付早修正機能
過充電防止機能 / クイックスタート機能
エコ・
ドライブ
（光発電フル充電時約6ヶ月駆動）
日常生活用防水

P42左

P43右

深緋（こきあけ）

紺瑠璃（こんるり）

BU0020-03B
CAL.8730

BU0020-54A
CAL.8730

鴗鳥（そにどり）

ムーンフェイズ機能 / 日付早修正機能
過充電防止機能 / クイックスタート機能
エコ・
ドライブ
（光発電フル充電時約6ヶ月駆動）
日常生活用防水

P41右

漆塗り文字板
¥308,000（税抜価格￥280,000）
精度 : ±15秒/月
ケースサイズ : 径43.5mm / 厚さ14.8mm
ケース素材 : ステンレス
ガラス : デュアル球面サファイアガラス
（無反射コーティング）
バンド : ワニ革 三ツ折れプッシュタイプ中留
原産国 : 日本
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漆塗り文字板
¥308,000（税抜価格￥280,000）
精度 : ±15秒/月
ケースサイズ : 径43.5mm / 厚さ14.8mm
ケース素材 : ステンレス
ガラス : デュアル球面サファイアガラス
（無反射コーティング）
バンド : ワニ革 三ツ折れプッシュタイプ中留
原産国 : 日本

漆塗り文字板
¥341,000（税抜価格￥310,000）
精度 : ±15秒/月
ケースサイズ : 径43.5mm / 厚さ14.8mm
ケース素材 : ステンレス
ガラス : デュアル球面サファイアガラス
（無反射コーティング）
バンド : ステンレス 三ツ折れプッシュタイプ中留
原産国 : 日本

ムーンフェイズ機能 / 日付早修正機能
過充電防止機能 / クイックスタート機能
エコ・
ドライブ
（光発電フル充電時約6ヶ月駆動）
日常生活用防水

ムーンフェイズ機能 / 日付早修正機能
過充電防止機能 / クイックスタート機能
エコ・
ドライブ
（光発電フル充電時約6ヶ月駆動）
日常生活用防水

P42右

P43左

BU0040-57Z
CAL.8730

漆塗り文字板
￥308,000（税抜価格￥280,000）
精度 : ±15秒/月
ケースサイズ : 径41.0mm / 厚さ13.3mm
ケース素材 : ステンレス
ガラス : デュアル球面サファイアガラス
（無反射コーティング）
バンド : ステンレス 三ツ折れプッシュタイプ中留
原産国：日本
ムーンフェイズ機能 / 日付早修正機能
過充電防止機能 / クイックスタート機能
エコ・
ドライブ
（光発電フル充電時約6ヶ月駆動）
日常生活用防水

漆塗り文字板
￥308,000（税抜価格￥280,000）
精度 : ±15秒/月
ケースサイズ : 径41.0mm / 厚さ13.3mm
ケース素材 : ステンレス
ガラス : デュアル球面サファイアガラス
（無反射コーティング）
バンド : ステンレス 三ツ折れプッシュタイプ中留
原産国：日本
ムーンフェイズ機能 / 日付早修正機能
過充電防止機能 / クイックスタート機能
エコ・
ドライブ
（光発電フル充電時約6ヶ月駆動）
日常生活用防水

深緋（こきあけ）

BU0040-06W
CAL.8730
漆塗り文字板
￥286,000（税抜価格￥260,000）
精度 : ±15秒/月
ケースサイズ : 径41.0mm / 厚さ13.3mm
ケース素材 : ステンレス
ガラス : デュアル球面サファイアガラス
（無反射コーティング）
バンド : ワニ革 三ツ折れプッシュタイプ中留
原産国：日本
ムーンフェイズ機能 / 日付早修正機能
過充電防止機能 / クイックスタート機能
エコ・
ドライブ
（光発電フル充電時約6ヶ月駆動）
日常生活用防水
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ELEMENTS OF CAMPANOLA

MECHA NICAL MOVEMENT

QUARTZ MOVEMENT

DIAL

GLASS

スイス、ラ・ショー・ド・フォンにあるラ・ジュー・ペレ（ L a

シチズン製のクオーツムーブメント。素材を厳選し、職人の手で

時計の顔ともいうべき文字板。カンパノラは高精度の電気鋳造

流麗なラウンドフォルムのサファイアガラスは、平面ガラスの数倍の

Joux-Perret SA ）社の機械式ムーブメント。時計職人がひとつ

組み上げられたカンパノラの心臓部は、コート・ド・ジュネーブが

という技法で加工し、1ミクロン以下の凹凸という細かいディテール

手間をかけて原材料を切削、研磨。ガラスの表裏ともに同じ球面

ひとつ部品を組み上げたムーブメントには美しい波のような装飾模様

施された写真のムーブメントのように 、宝飾品同様の美しさで

まで表現。緻密なパターンや繊細な漆塗りを生みだす。五徳リングや

構造にして厚さを均一化、どこからでも歪みなく文字板が見える

コート・ド・ジュネーブが施され、カンパノラのロゴが誇らしく刻み

仕上げられる。普段は目にすることのない部分であっても、すみずみ

スモールダイヤルなどを組み合わせた多層構造によって、立体感

ようにしている。視認性を高めるクラリティ・コーティングまたは無反射

こまれている。シースルーバックからその姿を見ることができる。

までクオリティを追求している。

あふれる「宙空の美」を演出している。

コーティングを採用。
「宙空の美」を心ゆくまで堪能できる。

URUSHI

CASE

HA NDS

BA ND

カンパノラに欠かせない、漆を施した文字板。長い時間をかけて

カンパノラのケースは、はじめて腕に装着しても、長年愛用してきた

カンパノラの妥協のないものづくりの姿勢は、どんな小さなパーツ

カンパノラは、バンドにも徹底してこだわっている。たとえばワニ革

技を磨き、受け継がれてきた漆塗りは、高い芸術性を有する日本の

時計であるかのようにしっくりフィットする。それは、手首のかたちに

にも貫かれている。時計の針は、小さくても時計の要ともいうべき

バンドでは、希少なスモールクロコダイルの「竹 斑」と呼ばれる

伝統工芸である。何層にも漆を塗り、きめ細かく研いで生まれる

合うように形状をラウンドさせ、面の構成や角度にもきめ細やかな

存在。文字板上にある複数の針のそれぞれに個性を持たせ、視認

腹の部分のみを使用。裁断から成型、縫製に至るまで、熟練の

美しい表情。カンパノラの漆塗り文字板は、会津の伝統工芸士、

配慮を施しているから。優美な曲線と鏡のような輝きを生みだす

性を確保しながら、その時計に調和するデザインを追求。一本

職人が手がける。メタルバンドは、異なるカーブや形状のパーツを

儀同哲夫氏をはじめとする職人の手による。

熟練の職人技。一日に少量しかできない手作りの逸品である。

一本熟練の職人の手作業で仕上げている。

用いて、腕へのフィット感を高めている。

たけふ
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生物学者・福岡伸一氏のコラム「時の図書館」、
カンパノラ公式サイトで連載。

長くご愛用いただくために、
「シチズン オーナーズクラブ」をご用意しました。

カンパノラのオーナーであり、エヴァンジェリストを務める

シチズン オーナーズクラブは、カンパノラをご購入いただいたお客様をメンバーにお迎えする特別なクラブです。

生物学者・福岡伸一氏が、
「これだけは読んでおきたい本」にフォーカス。

メンバーにご登録いただくと、大切な時計を長くお使いになるために必要な点検や修理を簡単にお申し込みいただけます。

それぞれの本が現代を生きる私たちに示唆するものは何か、単なる知識ではなく、

その他にもオーナーズクラブだけのさまざまな特典をご用意しております。

現代を生きるための知恵＝教養に変えるためにどうやって自分の中に
「時間軸」を構築すべきか、解き明かします。

お客様登録
オーナー様専用のオーナーズサイトよりご登録いただけます。
お客様とより良き関係を築いていくために、万全のサポート体制をご用意しております。

福岡伸一
Shinichi Fukuoka
生物学者。1959 年生まれ。京都大学卒。米国ハーバード
大学医学部博士研究員、京都大学助教授などを経て、青山

3 年間無償保証 (オーナーズクラブ登録時 )

学院大学教授、米国ロックフェラー大学客員研究者。サン

お買い求めいただいてから、3年以内に生じた自然故障に対しては、無償修理いたします。

トリー学芸賞を受賞した『生物と無生物のあいだ』
（講談社

保証期間を過ぎたあとも、修理に必要なさまざまな部品を長期保有することにより、

現代新書）、
『動的平衡』
（ 木楽舎）など、
“生命とは何か”

お客様に長く安心してご使用いただけるよう体制を整えています。

を動的平衡論から問い直した著作を多く発 表 。『 ツチハン

※保証は時計の内装部品に限ります。バンドやケースなどの外装部品、小キズや汚れなどは除きます。日本国内のみ有効。

ミョウのギャンブル』
（文藝春秋）
、
『ナチュラリスト
：生命を愛

※オーナーズクラブ未登録の場合は、１年間のメーカー保証。

でる人』
（新潮社）
などの随筆や、フェルメールに関する著作
も多い。2015 年にスタートした読書のあり方を考える「福岡
伸一の知恵の学校」で校長を務める。

シチズン ミュージアムツアーへのご招待 ( 抽選 )
一般には非公開のミュージアム。100 年の歴史の中で生まれた歴代モデル、
最新モデルを体感していただけます。

カンパノラ 公式ホームページ「時の図書館」
https://campanola.jp/column/index.html

シチズン ファクトリーツアーへのご招待 ( 抽選 )
シチズンの「ものづくり」へのこだわりを体感していただける工場見学
ツアーへご招待いたします。

メールマガジンを配信
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新作やフェア、イベントなど、最新情報を随時お届けします。
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シチズン時計株式会社 https://campanola.jp
シチズンお客様時計相談室 0120-78- 4807
・受付時間／9:30〜17:30（祝日を除く月〜金）
・MY CITIZEN シチズン オーナーズクラブ登録対象商品：ご登録いただくとメーカー保証 3年間。
MY CITIZEN シチズン オーナーズクラブ会員サービスについて https://citizen.jp/support-jp/afterservice/mycitizenowners.html
・価格はメーカー小売価格です。・商品の仕様及び価格は、予告なく変更する場合があります。
・ケースサイズは
「設計値」を掲載していますが、おおよその参考値としてご参照ください。
・クラリティ・コーティングは、光の反射を抑え高い視認性を確保し、優れた耐久性と防汚性を実現した技術です。
・Eco-Drive(エコ・ドライブ )、DURATECT（デュラテクト）、クラリティ・コーティングは、
シチズン時計株式会社の登録商標または商標です。
・掲載商品の色調は、印刷物につき一部実物と異なる場合がありますのでご了承ください。
撮影協力：多摩六都科学館 プラネタリウム

CANA21AWA

