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モニュメントクロック（文字板アレンジ）

株式会社関電工　人材育成センター
2020年 ｜ 茨城県牛久市

ø700（両面）×1　ø700（片面）×1　ソーラー式

企業研修施設の入口に設置されたポール時計。既存の

ポールを活かし、約20年前に設置した時計をソーラー

式電波時計にリニューアルしました。文字板は納入当

時と同じシンプルでモダンなデザインです。

モニュメントクロック（オーダーメイド）モニュメントクロック（文字板アレンジ）温度表示器記念品・寄贈品（団体・企業）

中央紙器工業株式会社 本社
2017年 ｜ 愛知県清須市

ø700（3面） LED内部照明付 温度表示器付 文字

高200mm

会社の創立60周年を記念して、本社正門近くに設置さ

れた時計塔。どこからでもよく見える3面の時計と熱

中症注意にも役立つ温度表示器が付いています。時計

塔の基礎部分には、周年記念の記録と共に「明るく！

楽しく！元気よく！」とのスローガンを刻み、次の70

周年、80周年に向けて更なる発展を目指す姿勢を形に

しました。
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モニュメントクロック（文字板アレンジ）

福音館書店
2012年 ｜ 東京都文京区

ø700（壁掛型）　ステンレス製　交流式

1952年創立の児童図書出版社、福音館書店の本社ビル

の外壁に掛けられた時計。文字板には、同社の大ベス

トセラーであり、今も昔も変わらずに世界中の子ども

たちから親しまれる「ぐり」と「ぐら」がデザインさ

れています。時刻を示す部分には、どんぐりの絵柄も

あしらわれています。道行く人の目にも止まりやすく、

会社のシンボルとして愛される世界でひとつのオリジ

ナリティ溢れる時計になりました。

モニュメントクロック（オーダーメイド）

セイコー八重洲通ビル
2021年 ｜ 東京都中央区

塔体：W1,200×H2,500mm　時計：W569×H648mm

2021年9月に完成したセイコー八重洲通ビル。グラン

ドセイコーの造形美をモチーフとしたビルの外観にマッ

チするモニュメントクロックは、面と面が織りなす

シャープな稜線が生み出す多面体の美を表現。鏡のよ

うに磨き込まれた塔体に反射する光の変化や映り込む

街の景色が「移ろう時の流れ」をあらわしています。



© 2023 Seiko Time Creation Inc.

モニュメントクロック（オーダーメイド）

ユナイトビル錦糸町
2018年 ｜ 東京都墨田区

W872×H2,200mm　ø590

「ビルの顔」として建物のエントランス付近に設置さ

れたモニュメントクロック。時計の下のフレーム内に

取り付けられたプレートは交換可能です。スタンダー

ドな基本プレートに加え、季節ごとに春夏秋冬をイメー

ジしたプレートに交換することで掛け軸のように季節

折々の表情が楽しめます。夜間のライトアップ時には、

昼間とはひと味違った幻想的な趣きでエントランスエ

リアを演出します。

モニュメントクロック（オーダーメイド）モニュメントクロック（文字板アレンジ）温度表示器記念品・寄贈品（団体・企業）

中央紙器工業株式会社 本社
2017年 ｜ 愛知県清須市

ø700（3面） LED内部照明付 温度表示器付 文字
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会社の創立60周年を記念して、本社正門近くに設置さ

れた時計塔。どこからでもよく見える3面の時計と熱

中症注意にも役立つ温度表示器が付いています。時計
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モニュメントクロック（オーダーメイド）

新宿NSビル「ユックリズム振り子時計」
1982年 ｜ 東京都新宿区

高さ 約29m　文字板の直径 7.2m

新宿NSビルのシンボルでもある大時計。文字盤には数

字のかわりに干支（えと）の絵柄が並び、ひとつの針

が24時間をかけてゆっくりと一日一周します。高層ビ

ルが建ち並び、多くの人が行き来する街で悠久の時を

刻みます。世界最大の振り子時計としてギネスブック

にも掲載されました。　

デジタルクロック温度表示器

有限会社アダプト
2021年 ｜ 静岡県浜松市

【外形寸法】W1,000×H450×D510　※時計・温度表示

器を看板に組込（看板はお客様にてご用意）

【材質】ステンレス製

【表示方式】LED式（両面）

【表示素子】5×7ドットLED（白色）

【文字高】200mm

新社屋の完成に合わせて設置された看板一体型の時計・

温度表示器。設定した間隔で時刻と温度を交互に表示

します。
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モニュメントクロック（オーダーメイド）モニュメントクロック（文字板アレンジ）温度表示器記念品・寄贈品（団体・企業）
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世界時計

大手町某オフィス
2018年 ｜ 東京都千代田区

【表　示】 LED（白） ／ 24時制

【文字高】 時刻：40mm ／ 曜日：10mm

【表示都市】 ロンドン、デュッセルドルフ、シンガ

ポール、東京、上海、ロサンゼルス、ニューヨーク、

サンパウロ（8都市）

＊ウィークリーデジタルクロック（WDC-402）を8台使

用

＊世界地図、枠はお客様にてご用意

デジタルサイネージ（屋内）世界時計

セイコーグループ株式会社 Seiko Space Eye
2016年 ｜ 東京都中央区

セイコーグループ株式会社本社ビル、エントランスロ

ビーのシンボル「Seiko Space Eye」。宇宙と時を結

ぶ窓の表現を取り入れ、瞳のような円形スクリーンか

ら名付けられました。直径2.8mの円形スクリーンに

約3mmピッチの高精細なLED素子（SMD型フルカラーLED）

を採用し、宝石のような質感と立体感を実現。豊かな

自然と生命を育む「水の地球」と、人類が築き上げて

きた文明の叡智が輝く「光の地球」が、明暗の表情を

時折入れ替えながらゆったりと回転し悠久の時の流れ

を表現します。また、デジタルサイネージによる世界

時計として、世界全40タイムゾーン、計77都市の現在

時刻を表示。毎正時には、約1分間の報時デモンスト

レーション、それに続き、コマー…



© 2023 Seiko Time Creation Inc.

世界時計

鉃鋼ビルディング
2016年 ｜ 東京都千代田区

戦後初の高層ビル「鉃鋼ビルディング」が約3年間に

及ぶリニューアル工事を完了、2016年2月にグランド

オープンしました。

人々が行き交う通路に設置された幅21メートル、高

さ3.8メートルの大きな世界時計は、定時になると壁

面に埋め込まれた複数のLED灯が季節ごとに美しい色

合いに変化しながら、時計の中心である「東京」に集

結。人や物が集まるビジネスさながらに時の流れを表

現します。

＜外形寸法＞

W21,000×H3,800mm

＜文字高＞

時刻（東京のみ）：186mm

時刻（東京以外）：90mm

都市名／曜日：90mm

　

＜表示都市＞

東京、ロンドン、パリ、ローマ、フランクフルト、モ

スクワ他（計19都市を切替表示）

世界時計

読売新聞社
2014年 ｜ 東京都千代田区

外形寸法：W4,800×H1,800mm　LED式

文字高：時刻 96mm / 曜日 66mm
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モニュメントクロック（オーダーメイド）モニュメントクロック（文字板アレンジ）温度表示器記念品・寄贈品（団体・企業）

中央紙器工業株式会社 本社
2017年 ｜ 愛知県清須市
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高200mm

会社の創立60周年を記念して、本社正門近くに設置さ
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周年、80周年に向けて更なる発展を目指す姿勢を形に

しました。

記念プレート（銘板）

【記念プレート】明るく！楽しく！元気よく！
2017年 ｜ 愛知県清須市

■記念プレート

【寸法】（上）W300×H180mm（t=1.5）／

（下）W380×H90mm（t=1.5）

【材質】ステンレス ヘアーライン仕上げ

【内容】企業スローガン、周年記念、設置年月

【書体】明朝体
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デジタルサイネージ（屋内）世界時計

セイコーグループ株式会社 Seiko Space Eye
2016年 ｜ 東京都中央区
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ぶ窓の表現を取り入れ、瞳のような円形スクリーンか
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時折入れ替えながらゆったりと回転し悠久の時の流れ

を表現します。また、デジタルサイネージによる世界

時計として、世界全40タイムゾーン、計77都市の現在

時刻を表示。毎正時には、約1分間の報時デモンスト

レーション、それに続き、コマー…


