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企業理念

「市民に愛され親しまれるものづくり」を通じて
世界の人々の暮らしに広く貢献していきます。

「市民に愛され市民に貢献する」

秒単位で正確さを求められる時刻表示を必要とされてい
る施設や公営競技のスタート合図、議事堂や公的機関で
の出退表示など正常稼働が当然の場において、どのよう
な設備を導入すべきか？ お客様にも簡単には決められな
いとても大事な事だと思います。

シチズン TIC はそんなお客様にどんなサービスを提供で
きるのか？ 我々の回答は お客様のご要望に合わせて製
品を自社で設計・製造しご提供する事だと考えます。 そ
のために開発・設計・製造を全て東京都小金井市の本社
に有し営業とのコミュニケーションを密にした万全の体制
を取っています。 また長期間の安定稼働や万が一の事態
に備え本社や各地の支店に技術サービス要員を配置する
事でワンストップサービスを実現し迅速な対応によりお客
様の安心を支えております。

当社は 1943 年の創業以来時計で培った技術を核として
日々活動してきましたが、歴史に安住せず社員一人一人
がプロフェッショナルとして努力しています。

風通しのよい組織・働きやすい職場を常に心がけて従業
員と共にお客様に満足をお届けできるように全力で取り
組んでまいります。

シチズンTIC株式会社
代表取締役社長

MESSAGE
メッセージ
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企業理念

「市民に愛され親しまれるものづくり」を通じて
世界の人々の暮らしに広く貢献していきます。

「市民に愛され市民に貢献する」
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コア技術を生かし、
専門性の高い製品・サービスを 
ご提供しております

設備時計
GPS タイムサーバー・親子時計システム／環境配慮屋外電波時計
モニュメント時計／デジタル時計／塔時計／船舶用時計／からくり
時計／花時計

情報表示
出退表示システム／スポーツ競技用得点表示盤 
風向・風速表示温湿度表示など、各種情報表示装置

東京都

駒沢公園

どんな場所でも
屋内はもちろん屋外設置できる製品をラインナップ。

建物デザインを彩るとともに、
人々の集う場所で正確な時間をお知らせしています。

いつでも正確
長波帯標準電波だけでなく衛星電波にも対応。

日本全国あらゆる場所において
信頼できる時刻情報を提供しています。

環境にやさしい
太陽光エネルギーで動く屋外時計は
外部電源を必要とせず電気代ゼロ。
材料の安全性や環境にも配慮した
人と環境にやさしい製品です。「時」と「情報」

正確な時刻情報をお届けする
シチズンTICの技術は、

設備時計や情報表示はもちろんのこと
マラソンや公営競技での計時･計測など
暮らしのさまざまなシーンで活躍しています。

GPSアンテナ

世界時計

デジタル時計

情報表示

手術時間測時器

からくり時計

発言残時間表示

花時計

出退表示システム

公営競技

タイムサーバー親時計

計時・計測

環境配慮屋外時計

室内競技用総合表示システム

駅の時計

屋外得点表示システム

モニュメント時計

Sync WAVE

塔時計

シチズンGPSタイムサーバー

製品 •サービス群
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計時・計測
マラソン大会用タイム計測装置／卓球用得点表示
IC チップを応用した関連製品

公営競技
ボートレース・オートレースのタイム計測システムなど、
公営競技用専用システム

技術・サービス
自社事業分野の保守・修理などアフターサービス全般

東京都

駒沢公園

どんな場所でも
屋内はもちろん屋外設置できる製品をラインナップ。

建物デザインを彩るとともに、
人々の集う場所で正確な時間をお知らせしています。

いつでも正確
長波帯標準電波だけでなく衛星電波にも対応。

日本全国あらゆる場所において
信頼できる時刻情報を提供しています。

環境にやさしい
太陽光エネルギーで動く屋外時計は
外部電源を必要とせず電気代ゼロ。
材料の安全性や環境にも配慮した
人と環境にやさしい製品です。「時」と「情報」

正確な時刻情報をお届けする
シチズンTICの技術は、

設備時計や情報表示はもちろんのこと
マラソンや公営競技での計時･計測など
暮らしのさまざまなシーンで活躍しています。

GPSアンテナ

世界時計

デジタル時計

情報表示

手術時間測時器

からくり時計

発言残時間表示

花時計

出退表示システム

公営競技

タイムサーバー親時計

計時・計測

環境配慮屋外時計

室内競技用総合表示システム

駅の時計

屋外得点表示システム

モニュメント時計

Sync WAVE

塔時計

シチズンGPSタイムサーバー
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	モニュメント時計［環境配慮屋外電波時計］

地域や街、学校などの独特のモチーフを活かした
モニュメント時計はまちづくりや記念事業に欠かせ
ません。
時計の建つ公共空間とそこで刻まれる時間の魅力
を引出し、引き立たせるオリジナルデザイン時計を
ご提案からご提供いたします。

	親子時計システム

親時計が時刻情報を受信して、タイムサーバー＋親子時計＋プログラムタ
イマー機能で様々な機器の時刻を正確に保って運用します。

	世界時計

世界地図をデザインした壁面などに時計を組
み込んだ世界時計。
世界各地の主要都市のローカル時間が一目
でわかるグローバルな設備時計です。
国際空港をはじめ、ホテル、外資系金融企業
などさまざまなシーンで活躍しています。

今日もどこかで、人々に時間と

設備時計

駅、学校、公園等で多くの人が目にする設備時計分野でシチズンTICは
時代を先取りした時計を開発し、業界をリードしてきました。
設備時計は生活基準として正確な時刻を伝えるだけではなく「タイム
コントロールシステム」として、機器を自動制御するタイムプログラム
や高い精度を要求されるネットワーク機器のタイムサーバーとして、重
要な役割を担っています。
最近では、電気二重層コンデンサを使用した太陽電池屋外時計や、
白色 LEDを光源とする省エネルギーな内照時計など地球環境に優し
い製品の開発にも積極的に取り組み、新しい価値創造を高める製品
を提供しています。

PRODUCT INTRODUCTION
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	花時計

自然のやさしさと、草花の美しさを時計機能
にミックスさせた花時計。
四季折々の花々の鮮やかな色彩と香りととも
に、時間を知らせてくれるこころ潤う設備です。
公園、テーマパーク、公共施設などに設置さ
れています。

	からくり時計

時計の機能にエンターテイメント性をプラスし
たからくり時計。
設置された街の伝統や文化、歴史と風土など
を表現しながら、楽しく時間を知らせます。
日本各地に、人と街と調和を考え細部にまでこ
だわった多数のからくり時計を提供しています。

	塔時計

建物と一体で街のシンボル「大時計」として
親しまれる塔時計。
存在感もサイズも大きい塔時計は針の長さ
も数メートル以上になります。魅力あふれる
デザインと大きな針をどんなときでも動かし続
ける独自の技術で人々を楽しませています。

憩いと安らぎを提供しています
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情報表示

	屋外得点表示［野球場スコアボード］

正確性と視認性が求められるスコアボード。時計機能はもちろんのこと、チーム名や得点の表示から、
選手紹介、他球場の結果に至るまでの多彩なメッセージ表示が行える総合システムも提供しています。

	出退表示システム

企業や官公庁・議会の人の出退状況が一目でわかる出退表示システム。
在室状況表示はもちろん、部屋使用状況表示、呼び出し表示等様々
な用途で多彩な活用ができます。また、LANに接続したLANシステ
ムもあります。

	メッセージボード

屋外広場等で公共情報、交通情報の案内、ニュー
スや天気のお知らせなどの情報をスピーディーに
表示します。

	休憩禁煙表示装置

次の開演までの休憩時間をお客様にお知らせ
する休憩時間表示装置。1分毎に減算され、
休憩時間が終わると自動的にブザーを鳴らし
開演をお知らせします。文化ホール・多目的
施設等に欠かせない表示装置です。

	デジタルサイネージ［公共施設向け各種案内表示］

施設利用状況や運航情報など、公共空間で多くの人々が同じように
知りたい情報を見やすくお伝えします。

社会をリードする情報。その刻 と々変化する情報を収集・整理し、さ
らにそれをリアルタイムに伝達することが重要です。長年培ってきた精
密技術を応用し、磁気反転式機構、液晶、LEDなどによる独自の表
示用エレメントを開発してきました。
またLANによる出退表示システムを提供し、様々なニーズにマッチし
た固有の情報表示システムを、各分野において展開しています。

PRODUCT INTRODUCTION
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	室内競技用総合得点表示盤

室内競技の運営・進行に必要な各種の表示を、選手・役員・観衆
に解かりやすくまた正確に伝達表示します。
適用競技種目は、バスケットボール、ハンドボール、バレーボール、テニス、
バドミントン、フットサルなどこれ１つで様々な競技に使用できます。

	卓球用得点表示

ゲーム開始時やゲームの途中でサーバーがすぐに分かるサーブ権表示、
試合状況が一目でわかる得点・ゲームカウント表示。
卓球観戦の醍醐味、試合局面の変化と展開のスピード感をレスポンス
の良い得点表示でお伝えします。

現代のスポーツはデータを重視する科学的な姿勢をもつと共に、近年では1/1000 秒差で記
録が競われる傾向にあります。このような競技者、観衆のデータへの関心の高まりの中で開発
されたのが、「スポーツ計時システム」です。
タイムコントロールシステムと情報伝達表示システムを一体化し、ICチップを活用した正確な計
時と判定、素早い記録と表示で活躍しています。

計時・計測

	マラソン大会用タイム計測

レースのスタートからゴールまで競技者、観
客に見守られるマラソン時計。公式計時協賛
を行っており、正確で信頼性の高いデータを
提供し社会に貢献しています。

選手、観客の熱い視線を受け、手に汗握るエキサイティングな展開を支えます
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公営競技

昭和 30年代にボートレース場に大時計を納入したのを皮切りに各場
に大時計、審判 /競技卓関係、各種レース進行表示器、確定盤など
納入しレース開催をサポートしています。
現地調査から設計、製作、設置工事、調整、保守を一貫して行うた
め緊急時でも早急な対応と問題解決が可能です。また、当社のスタッ
フが現場入りし、復旧作業を行うためレース開催に重大な支障をきた
すことはありません。

PRODUCT INTRODUCTION
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技術・サービス

公共性の高い場所に設置される設備時計は常に正確な時間を求められます。当社技術部門は、
高い技術力を持った自社スタッフが設備時計を中心に、情報表示機器、その他自社の全ての製
品の『修理』『保守点検』『機器リニューアル』を行う部門です。設計開発から製造、販売、保
守まで一貫して行える会社だからこそ提供できる価値があります。
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シチズングループ行動憲章

シチズングループ行動憲章（以下、行動憲章）は、シチズングループの一員として、わたしたちが
日 ど々のように行動すべきかの原理原則を示したものであり、シチズングループの企業理念を具
現化するための行動や判断の基準となるものです。シチズングループは、この企業理念の具現化
を通じて、持続可能な社会の発展に貢献しながら成長を果たし、「市民に愛され市民に貢献する」
企業となることを目指します。わたしたちは、あらゆる法令、社内規則を守り、行動憲章に従っ
て行動します。

シチズングループでは、「市民に愛され市民に貢献する」を企業理念に掲げ、「市民に愛され
親しまれるものづくり」を通じて、世界の人々の暮らしに広く貢献することを目指しています。	
そして創業以来、この企業理念のもと培われてきた、技術を磨き新しい価値を創造し続けるといっ
たシチズングループの精神において、シチズングループの一員は、いかなる場面においても、常に
市民や社会から信頼されるために、誠実に行動することが求められています。

加えて、グローバルにビジネスを展開する企業として、シチズングループは、「国連グローバル・
コンパクト」への参加を2005年4月に表明し、グループを挙げてその10原則の実施を進めて
います。

さらには、「電子業界行動規範」の実践も推奨するなど、国際的に認められた原則や規範、
指針等を支持し、事業活動を展開することによって社会的責任を果たし、

社会の持続的な発展に寄与したいと考えています。

■	企業理念
シチズンの掲げる企業理念「市民に愛され市
民に貢献する」とは、「市民に愛され親しま
れるものづくり」を通じて世界の人々の暮らし
に広く貢献すること。これはもともとCSR的
な考えを含んでおり、今日のCSRへの取り
組みによって、いっそう企業理念の具現化を
推進するものです。

■	CSR	活動への取り組み
一人ひとりが、誠実で健全、そして自由闊達
な組織体と企業風土をつくることをめざしてい
ます。
その上で、あらゆる面で、「良質な会社」で
ありたいと願いCSRに取り組んでいます。

CSR ／環境活動

CSR & ECO

1. 社会に対する誠実な姿勢を持ち、シチズングループの企業価値の向上を図ります。

2. 安心・安全、品質、環境に十分配慮した製品・サービスを提供します。

3. 公正、透明、自由な競争、責任ある商行為を実践します。

4. 人権と多様性を尊重し、安全で働きやすい職場をつくります。

5. 環境保全の重要性を認識し、自主的かつ積極的に取り組みます。

6. 会社資産を適正に管理・保護します。

7. 会社の永続的な存続に反する行動は避けます。

8. 良き企業市民として、地域社会に貢献し、地域社会との共生を目指します。

２０１６年１０月発行
シチズン時計株式会社
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	環境に配慮した製品の開発（屋外電波時計）

電気二重層コンデンサを使用した、従来品よりもさらに環境にやさしい太陽電池式屋外時計を
提供しています。

電気二重層コンデンサは、従来のニッケルカドミウム蓄電池に比べ、充放電による特性劣化が
少なく、約 3倍の長寿命になります。

蓄電池交換のメンテナンスによる、交換部品、部品リサイクル、輸送に伴うCO2の排出を削減
します。太陽電池と電気二重層コンデンサの組み合わせにより、夜間及び曇りや雨の日でも必
要とする電力を確保でき、長期に渡りメンテナンス不要で正確な時刻表示を続けます。

また、ニッケルカドミウム蓄電池は有害物質が使用されているため、リサイクルが必要で取扱い
に注意を要しますが、電気二重層コンデンサは、鉛やカドミウム等の有害物質を使用していないの
で、環境にやさしい部品です。

■	社会貢献活動

	青少年のための科学の祭典

地域で行われている「青少年のための科学の
祭典」に地域貢献活動の一環として参加をし
ています。
実際に時計を組み立てて、時計の仕組みを知
ることで、将来を担う子供たちに技術の楽し
さや面白さ、発見の喜びなどを体験してもら
えたらという想いから毎年参加をしています。

■	各種取り組み

	地域清掃活動

CSR 地域貢献活動の一環として、当社の全
国所在地にて、会社周辺の清掃活動を行って
います。
清掃活動を通じて、近隣企業・地域住民の
皆様とのコミュニケーションの活性化を図りな
がら、「社会・環境への貢献」「周辺地域の
美化」「社員のCSRへの参加意識向上」を
目的として取り組んでいます。

	マイスター制度

当社製造部において、各製品分野での技術認
定制度「マイスター制度」を導入しています。

高度な技術を身につけ、お客様に信頼される
高品質な製品の実現と社員の育成を行ってい
ます。

■	環境管理活動
2004 年 12月に ISO14001（環境マネジメントシステム）を認証取得し、以来認証を継続しています。
環境方針を定め、法的要求事項の順守、3R活動、省資源化、省エネルギー化、環境に配慮した製品の開発販売に取り組んでいます。
「お客さま第一主義」にこだわりつつ、地球環境と調和した企業活動を通して、社会に貢献します。
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COMPANY PROFILES

■	沿革
1943 年	 9月	 東京都小金井市に丸和工業株式会社設立
1946年	 5月	 商号を丸和精機株式会社に変更
1948年	 5月	 Ｔ．Ｉ．Ｃ．電気時計の製造販売開始
1951年	 11月	 丸和精機株式会社と日本真空電気時計株式会社の販売会社として東京都中央区に	株式会

社テイ・アイ・シイ設立
	 4月	 大阪出張所（現：大阪支店）設立
1953年	 5月	 福岡出張所（現：福岡支店）設立
	 8月	 広島出張所 (現：広島営業所 )設立
1955年	 11月	 株式会社テイ・アイ・シイが丸和精機株式会社より製造部門を継承
1958年	 5月	 札幌出張所 (現：札幌営業所 )設立
1959年	 11月	 大淀工場設立
1960年	 10月	 名古屋出張所 (現：名古屋支店 )設立
1963年	 2月	 東京都新宿区に本社を移転
	 	 丸和精機株式会社は、商号を株式会社テイ・アイ・シイに変更
1967年	 8月	 競艇用大時計を尼崎競艇場に初納入
1969年	 	 水晶式親時計の販売
1974年	 7月	 シチズン時計と資本提携し、商号を株式会社テイ・アイ・シイ・シチズンに変更
1976年	 12月	 磁気反転表示素子の開発
1978年	 9月	 二線式出退表示システムの初納入
1980年	 7月	 からくり時計の初納入
1987年	 11月	 デジタル対局時計	DIT-10 発売
1989年	 4月	 オートレース発走合図システムの初納入
1991年	 4月	 競泳自動審判計時装置の公認取得
	 4月	 土肥松原海岸公園花時計設置　現在でも花時計として大きさ世界一
1992年	 3月	 精密標準日時計の初設置
1993年	 4月	 大淀工場売却（現在ティ・アイ・シィ計測機器工業株式会社）
1996年	 11月	 長野県エムウェーブ	-	スピードスケートシステム納入
1997年	 9月	 長野県アクアウィング -水泳競技計時・計測システム納入
1999年	 3月	 みなとみらいコスモクロック21（デジタル時計）納入　　
	 5月	 仙台営業所設立
2000年	 7月	 ISO9001 認証取得
2001年	 4月	 中央合同庁舎第 1号館、第 5号館、人事院にLAN式出退表示システム初納入
2002年	 8月	 東京都小金井市に本社を移転
2004年	 11月	 電子ペーパー関連製品の開発開始
	 12月	 ISO14001 認証取得
2005年	 8月	 無線式親子時計システム「シンクウェーブ」発売開始
	 10月	 商号をシチズンＴＩＣ株式会社に変更
2007年	 1月	 ホテル用電波時計（ナイトテーブルクロック）の発売開始
2008年	 7月	 対局時計（海外版）	ザ・名人戦	DIT-40	発売開始
2010年	 6月	 環境配慮型屋外電波時計の販売開始
2012年	 8月	 タイムサーバー付き親時計	KM-70シリーズ	発売
2013年	 4月	 GPSタイムサーバー TSV-300G	発売
	 9月	 創立 70周年
2015年	 4月	 GPSタイムサーバー TSV-400GP	発売
2016年	 4月	 環境配慮型屋外GPS衛星電波時計	発売
2020年	 4月	 GPSタイムサーバー TSV-500GP	発売

沿革／会社概要
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所 在 地 ■本社工場  
〒184-0013 東京都小金井市前原町 5 丁目 6 番 12 号

 □本社  TEL.042-386-2379( 代 ) FAX.042-386-2235
 □営業本部  TEL.042-386-2261( 代 ) FAX.042-386-2222
 □生産本部  TEL.042-383-2221( 代 ) FAX.042-387-7864

 ■東京支店 
〒184-0013 小金井市前原町 5 丁目 6 番 12 号 TEL.042-386-2293( 代 ) FAX.042-386-2222

 ■東京支店技術部  
〒184-0013 小金井市前原町 5 丁目 6 番 12 号 TEL.042-386-2263( 代 ) FAX.042-380-7426

 □札幌営業所 
〒005-0005 札幌市南区澄川 5 条 11 丁目 2-15 TEL.011-374-5464( 代 ) FAX.011-374-5465

 ■仙台営業所 
〒980-0012 仙台市青葉区錦町 1 丁目 1 番 46 号 TEL.022-393-4078( 代 ) FAX.022-393-4079

 ■名古屋支店 
〒462-0865 名古屋市北区下飯田町 4 丁目 26 番 2 号 TEL.052-991-8600( 代 ) FAX.052-991-8603

 ■大阪支店 
〒536-0023 大阪市城東区東中浜８丁目 3 番 20 号 TEL.06-6961-8663( 代 ) FAX.06-6961-8680

 □広島営業所 
〒732-0009 広島市東区戸坂千足２丁目４番１号 TEL.082-229-2501( 代 ) FAX.082-229-2502

 ■福岡支店  
〒812-0026 福岡市博多区上川端町 8 番 18 号 TEL.092-281-0020( 代 ) FAX.092-281-0112

■	Map本社工場までの地図

■	シチズンTIC 株式会社
創 立 1943 年 9 月 7 日
資 本 金 1 億円
従 業 員 数 150 名
事 業 内 容 設備時計／情報表示／計時・計測／公営競技
 その他製品の企画・開発・設計・製造・販売
 保守および修理

役 員 代表取締役社長 細 萱 直 人
 取 　 締 　 役 松 村 千 歳
 取 　 締 　 役 宮 本 佳 明
 監 査 役 柳 　 和 徳
 

イトーヨーカドー

前原坂

小金井前原五
郵便局

セブンイレブン

至立川

至花小金井

至新宿

至三鷹

至府中

前原交番西

JR中央線

東八道路

北口

武蔵小金井

南口

武蔵小金井駅行きをご利用ください。

府中駅行をご利用ください。

京王線府中駅より
バス15分

JR武蔵小金井駅
南口より バス7分



シチズンTIC株式会社
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