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記念品・寄贈品時計のご案内
卒業記念や周年記念の贈り物として
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母校への感謝を込めた記念品、
お祝いの寄贈品として、

セイコーの時計を贈りませんか？

時代を経ても変わらぬ品質の高さと信頼性。

子どもたちの健やかな成長と豊かな人間性の創造を願って、

心を込めて商品をお届けいたします。

～セイコーの時計が選ばれる3 つの理由～

point point point

みんなで使える実用性
人々が集う学校や公園、
駅などで使われています。

ずっと使える品質の高さ
高品質で長持ち。人と環境に
優しく時を刻みます。

オリジナリティを活かせる
校章や地域のシンボルを活かした
デザインアレンジが可能です。
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140年以上の歴史を持つ浜松で最も古い伝統校だった
旧元城小学校。昭和34年度卒業生から寄贈された時計
塔は、50年以上の時を経て大切に使われてきました。
近隣の小中学校との統合により平成29年に閉校となっ
た後も地域住民からの強い要望より新しい校舎へ移設
され、新たな時を刻み続けています。

（提供：静岡県浜松市 旧元城小学校）
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ソーラーアウトドアクロック

太陽光を電気エネルギーに変換し、時計を駆動します。

AC電源が不要なので電気代がかからず「省エネ」です。

時刻修正機能付きで、いつでも正確な時刻をお知らせします。
省エネ 長寿命 長波

時刻修正
直径
70㎝

＊ポールは別売です。取付工事についてはお問い合わせください。＊時計表示価格には専用駆動器の価格も含まれています。 ＊天候、設置場所、時間帯、地形・建物の影響により長波の受信ができない場合がございます。

みんなの憩いの場所で、永く正確な時を刻む

校門前やグラウンドに。両面型と片面型をラインアップ。

片面

QLC-783S　
￥493,900（本体価格:￥449,000）
●枠／鋼板、コーヒーブラウン色塗装
●厚さ／約300mm ●質量／約20㎏

QLC-787S
￥608,300（本体価格:￥553,000）
●枠／ステンレス、ミガキ仕上げ
●厚さ／約300mm ●質量／約20㎏

標準ポール　5.3m  ※送料は別途お問い合わせください

B45-530ZP-SA
￥180,400（本体価格:￥164,000）
●材質：鋼管及び鋼板
●コーヒーブラウン色

KHS-001-001
￥412,500（本体価格:￥375,000）
●材質：ステンレス、ミガキ仕上げ

QLC-743S
￥355,300（本体価格:￥323,000）　　　
●枠／鋼板、コーヒーブラウン色塗装
●厚さ／約210mm ●質量／約17kg　

QLC-747S
￥481,800（本体価格:￥438,000）
●枠／ステンレス、ミガキ仕上げ
●厚さ／約210mm ●質量／約17kg　

両面

ステンレス製
（ミガキ仕上げ）

サビや塩害に強く、
優れた耐久性と
高級感が特長。

鋼板製
（コーヒーブラウン色塗装）

アウトドアクロック
定番のスタンダード

な鋼板製。

ポール型

1
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QLC-703S　
￥284,900（本体価格:￥259,000）
●枠／鋼板、コーヒーブラウン色塗装
●厚さ／約100mm●質量／約8㎏　

QLC-773MS　
￥357,500（本体価格:￥325,000）
●枠／鋼板、コーヒーブラウン色塗装
●厚さ／約160mm
●質量／約12㎏（時計体）、約6㎏（φ89.1ポール用取付金具）
＊駆動器は時計内部に設置できます

QLC-707S　
￥335,500（本体価格:￥305,000）
●枠／ステンレス、ミガキ仕上げ
●厚さ／約100mm●質量／約8㎏

QLC-777MS　
￥446,600（本体価格:￥406,000）
●枠／ステンレス、ミガキ仕上げ
●厚さ／約160mm
●質量／約12㎏（時計体）、約6㎏（φ89.1ポール用取付金具）
＊駆動器は時計内部に設置できます

既設の街灯ポールに設置できます。

校舎や体育館の壁に最適です。

アウトドアクロックは掲載以外の商品も多数取り扱っております。お気軽にお問合せください。

壁掛型

ポール取付型

おすすめ

アウトドアクロック名入れ・ロゴ入れシミュレーション
ウェブサイトでアウトドアクロックへの名入れ、ロゴ入れのイメージが
簡単に作成できます。 https://www.seiko-sts.co.jp/name_simulation/

アウトドアクロック　名入れシミュレーション

文字板や時計枠への名入れ・ロゴ入れ 寄贈元を記念プレートに

日付や贈呈の旨を記した記念プレートの製作を承ります。
時計のポール部分などに取り付けることが可能です。

既設の街灯ポールに設置できます。

設置例

文字板や時計枠への名入れやロゴ入れもできます。
お気軽にご相談ください。
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デザインアレンジ
 文字板や塔体にアレンジを加えて

ご希望やご予算に応じて、文字板や塔体に名入れや

ロゴ入れ、枠色変更などのデザイン変更を承ります。

オリジナリティを活かしたデザインアレンジが可能です。

校章やロゴマークをモチーフにして

跡見学園中学校高等学校
φ700　鋼板製（白色塗装）　防球ガード付

東京家政大学　狭山キャンパス
φ700　ステンレス製

学校の正門前に設置された、母校への感
謝を込めた卒業記念品の時計。文字板に
は校章がデザインされています。

芝中学校・高等学校
φ700　ステンレス製（ポール取付金具特注）

名入れ
+
ロゴ

枠色変更

2

アレンジ 1　　　　　　　　　　　　　　　　

台東区立蔵前小学校
φ550　鋼板製
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子どもたちのイラストやアイディアをかたちにして

岡本公園
φ700　鋼板製　LED内部照明付
電子チャイムユニット付時計の元になったアイディア子どもたちが描いたイラスト下篠崎ふれあい公園

φ700　鋼板製

学校法人 川村学園　川村中学校・高等学校
φ410　ステンレス製

開成中学校・高等学校
φ900　ステンレス製　（ポール取付金具特注）　

愛知医科大学
φ550　ステンレス製　文字板：エッチング加工

広島大学　東広島キャンパス
□700　ステンレス製

東京都立産業技術高等専門学校　品川キャンパス
φ700　ステンレス製　（取付金具特注）　

日本大学三島高等学校
φ1,000　ステンレス製　LED内部照明付

西武学園文理中学校
φ700　ステンレス製　文字板：銀色塗装

アレンジ 2
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デザイン時計塔シリーズ

12 種類のデザインから選べるセミオーダーメイドの時計塔です。

ご予算に応じて、文字板アレンジや塔体のデザイン変更、記念プレートの製作も承ります。

ステンレス 鋼板
記念
プレート

標準電波を受信し、常に正確な日本
標準時を受信します。

ソーラー式
太陽光を電気エネルギーに
変換、電源供給が不要です。

交流式
AC100V電源により駆動。
電源供給が必要です。

GNSS衛星から発信される電波を
受信、誤差を修正します。

標準電波を受信し、常に正確な日本
標準時を受信します。

クオーツの精度（平均月差±3秒以
内）で運針。

全数字
視認性に優れたベーシックなデザインで、
どんな場所にもマッチします。

四
よところ

所数字
12、3、6、9 の4ヶ所のみ数字を配置。シンプル
でありながら個性を感じさせるデザインです。

ローマ数字
洗練されたデザインでおしゃれな空間を
演出します。

長波

GNSS

FM

なし

選べるデザインセミオーダーメイド

時刻修正方法select3塔体・材質select1 文字板select2

駆動方式select4 その他select5

3

選べる組み合わせ

第
〇
〇
回
卒
業
生
一
同
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φ700（両面型） φ700（両面型） φ700（両面型） φ700（両面型） φ700（両面型） φ700（両面型）

φ700（両面型） φ700（両面型）8 φ700（3面型） φ700（3面型） φ700（3面型） φ700（3面型）

※マークデザイン変更可 ※マークデザイン変更可
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●各デザインとも材質は「ステンレス（ミガキ仕上げ）」と「鋼板（コーヒーブラウン色塗装）」があります。

7 9 10 11 12

654321

デザイン時計塔シミュレーション

ht tps://www. se iko -s t s .co. jp/des ign_ s imulat ion/

デザイン時計塔　シミュレーション
ウェブ サイトで デ ザインや 機 能 の 組 み合 わ せ、設 置 場 所など を含めた
シミュレーションが可能 です。

塔体デザイン
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 DP1-A　ステンレス製　交流式　LED内部照明付 
学校法人 尚志学園　尚志高等学校　

 DP7-B　 鋼板製　交流式　LED内部照明付
東洋大学附属牛久中学校・高等学校

 DP9-A　ステンレス製　ソーラー式　
和歌山信愛大学

 DP12-A　ステンレス製　交流式　LED内部照明付　
日本工業大学　　　　

 DP3-A　ステンレス製　交流式　LED内部照明付 
和歌山県内某高等学校

 DP5-A　ステンレス製　ソーラー式　　
叡明高等学校　

デザイン時計塔　納入事例　　　　　　　　　　　　　　　　

※時計の高さを統一しています
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オリジナルデザインで、想いをかたちに

お客様のご要望に合わせてオーダーメイドで制作を承ります。

設置場所やテーマをに応じて、デザインプランを作成いたします。

まずはお気軽にご相談ください。

大学の創立100周年を記念して、同窓会から寄贈
された時計塔。塔体に大学の略称「TKU」を縦に
配置し、オンリーワンのデザインとなりました。

東京経済大学
φ700 （3面）　LED内部照明付
ソーラー式　ステンレス製

大人の目線に合わせた校章入りの時計とキャンパス内にある保育
園の園児たちの目線に合わせたカラフルな時計を設置しました。

校章をかたどった美しいステンドグラスとレザートーン塗装を
施しています。モダンで落ち着きと重厚感を感じるデザインです。

東京家政大学　狭山キャンパス
φ700（2面）・φ410（1面） ステンレス製　ソーラー式

山形東高等学校
φ700（両面）　鋼板製　ソーラー式

モニュメントクロック
4

芝浦工業大学柏中学高等学校
φ700（2面）　 ステンレス製　ソーラー式

卒業記念品として贈呈されたモニュメントクロック。学校の
入口付近に設置され、看板としての役割も果たしています。



お客様のご希望に合わせてご提案いたします。まずはお気軽にご相談ください。

ソーラーアウトドアクロック

デザインアレンジ・デザイン時計塔

モニュメントクロック

時計選定

時計選定
お打ち合わせ

お打ち合わせ

ご注文

ご注文

ご提案

現場取付 お引渡し

ご注文

現場取付

制作

制作

現場取付

お引渡し

お引渡し

2023.4 STC

制作のスケジュールについて

スポーツカウンター
KT-601
￥108,900（本体価格:￥99,000）
屋内競技の時間表示、得点表示用カウンター。
バスケットボール、バレーボール、フットサル、柔道など
さまざまな競技に便利なモードを搭載しています。
スポーツテストやトレーニングなど幅広い用途に利用できます。
●約W650×H400×D220mm ●約4.3㎏
●ABS樹脂製 ●AC100V~240V

デジタルタイマー
DT-40
￥66,000（本体価格:￥60,000）
コンパクトで多機能なデジタルタイマー。
得点やゲームタイム表示、時計や残日計としても利用
できます。リモコンで離れた場所から操作できます。
●W570×H200×D120mm 
●本体約2.3kg ●ABS樹脂製 ●AC100〜240V

●使用例

授業タイマーとして 得点板として

授業や部活動で使えるスポーツカウンターやデジタルタイマーもおすすめです


