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いつでも、どこでもスタイリッシュ。 

 

 
 

新 しいユンハンス マイスター メガは、スタイルと精度の傑作です。 

 

表現力豊かなデザイン、インテリジェントなラジオコントロールムーブメント及び 150 年以上の時計製造の歴史。

これらの 3 つの要素が、ユンハンスの最新作であるマイスター メガの基盤を形成しています: マイスター メ

ガ、この時計はシュランベルクのデザイナーにより設計され、同社の社内エンジニアによって開発されたムーブメ

ントを搭載しています。デザインはマイスター コレクションの伝統に基づいて描かれ、調和とバランスのとれたダイヤ

ルは、時計の持つエレガントなスタイルを表現しています。時計の裏面に描かれている大陸の意味は、世界中

のどこもがマイスター メガの拠点になることを示しています。 

 

 マイスター メガの新しい J101 ラジオコントロールムーブメントは、絶対的精度を保証します。 

 その基盤は、4 年間の設計開発と 30 年以上にも渡って培われてきたラジオコントロール技術のノウハウです。

ムーブメント全体は、合計で 146 個のコンポーネントで構成され、厳格な精度基準でテストされています。 例

えば、プレートは 1462 の測定点でテストし、その精度は 5 マイクロメートルです。 生産における正確性は、時



 
 
 
                        

計の精度にも反映されています。 3 大陸では、時間信号を通して受信され、100 万年の間の時間偏差は 

0.006 秒です。時計が電波受信範囲外にある場合でも、正確なクォーツムーブメントの精度で自動的に作動

を続けます、その際の１年間の最大の時間偏差は 8 秒です。 ユンハンスの秀でたノウハウは、シュランベルグ

で開発されたテクノロジーの中で証明されており、利便性がありかつ操作が容易であることの裏づけになっていま

す。ITC 技術（インテリジェント タイム コレクション）は、秒針の位置を 1 日に 1,440 回最新の受信時刻情報と

比較し、必要に応じて自動調整することができます。 SHM 技術（スマートハンドモーション）によりさらに正確さ

が得られ、秒針の半秒ステップシステムが時計に更なる高精度を保証します。加えて、秒針と分針の動きと日

付の変更は、時間の変更寸前に行なわれます- 実際の時刻を最も正確に表示するためです。時計がクオーツ

モードである場合でも、月の日数が 30 日以内である場合、ディスプレイが月の最終日から翌月の第 1 日へ自

動的にシフトするため、着用者は日付けの変更が正しいかどうかについて、心配する必要がありません。 

ユンハンスの、マイスター メガは正確なだけではなく、操作も

簡単です。 ムーブメントの時間同期は毎日自動的に行わ

れます。別のタイムゾーンに移動するときは、保存

されたタイムゾーンを利用して時間単位で、クラ

ウンを介して時間を調整することができます- 秒の

精度を失う事はありません。  なお、  着用者は

Junghans MEGA アプリを使用して、受信エリア以

外の個人の時間を設定するオプションもあります。 

 

ユンハンスの マイスターメガ – 世界中のスタイルと精密さを兼ね備えた時計です。 

  



 
 
 
                        

セイコーエプソン株式会社との協業 

1990 年、Junghans により世界初の電波腕時計が発表され、世界を驚愕させた。以降約 30 年間に渡り、

同社所持のノウハウの拡大が続いている。数年前には、シュランベルクにおける斬新なインテリジェント電波制

御プロジェクトの始動に伴いその技術がクライマックスを迎えた。妥協することなく、クラシックデザインと電波時計

の美しい融合が初めて実現された。社内の設計開発チームは、仕掛けの設計から、ソフトウェアプログラミングや

電子回路のレイアウトまで、クラシックデザインに関わるすべてのタスクを完璧に遂行している。セイコーエプソン株

式会社とは 2003 年から協業関係を結び、当該プロジェクトにおいて、Junghans はセイコーエプソン株式会社

からも多大な協力を得ている、両社は、テスト技術の開発と幅広い品質テストにおいて密接に協力してきた。

本時計はシュランベルクにある Junghans によって独占的に生産されている。 

 

  



 
 
 
                        

Meister MEGA 
特徴 

 
058/4803.44 

 

ムーブメント:  J101.65 マルチフリークエンシー ラジオコントロール ムーブメント 
  
機能: - ITC による針の位置制御 (インテリジェントタイム コレクション)     

- SHM による半秒単位の正確な時間表示 (スマートハンド モーション)  
- アドバンス  ムービング ファンクション(AMF) で偏差のない実際の時

間 
表示が可能 

- Junghans MEGA アプリによるスマートな時間設定 ( 2018 年 10 月以降) 
- 特許取得済みの Junghans autoscan により、5 つの周波数にまたがる 
 時間信号送信機の自動検索 
- 秒までのタイムゾーン設定 
- 永久カレンダー付きの日付表示 (同、クオーツモード) 

  
  
ケース: ステンレススティール Ø 38.4 mm、高さ 9.6 mm、5 回ネジ留め、裏面ミネラルクリタ 
          ル、両面反射防止加工ドーム型サファイアクリスタル 
 
ダイヤル: サンレイブラッシュ加工アンスラサイト 

ダイヤルに世界地図と電波受信のインストラクション 
 
指針: 環境調和型のスーパールミノバ発光針 
 
ストラップ: フォールディングクラスプ付きステンレススチールブレスレット 
 
防水性: 5 気圧 

 

税抜価格： ￥180,000 
  



 
 
 
                        

Meister MEGA 
特徴 

 
058/4800.00    058/4801.00          058/7800.00 

ムーブメント:  J101.65 マルチフリークエンシー ラジオコントロール ムーブメント 
 
機能: - ITC による針の位置制御 (インテリジェント タイム コレクション)     

- SHM による半秒単位の正確な時間表示 (スマートハンドモーション)  
- アドバンス  ムービング ファンクション (AMF) で実際の時間が 
偏差なく表示可能。 

- Junghans MEGA アプリによるスマートな時間設定 ( 2018 年 10 月以降) 
- 特許取得済みの Junghans autoscan により、5 つの周波数にまたがる 
 時間信号送信機の自動検索 
- 秒までのタイムゾーン設定 
- 永久カレンダー付きの日付表示 (クオーツモードでも実現可) 

  

ケース: ステンレススチールまたはローズゴールドカラーの PVD コーティング、 
          Ø 38.4 mm、 高さ 9.2 mm、 5 回ネジ留め、裏面ミネラルクリスタル 

           世界地図と受信指示の印刷。  
          耐スクラッチ性コーティングドーム型プレキシガラス、サファイアクリ 
          スタルへの変更も可能。 
         
 
ダイヤル: サンレイブラッシュ加工のマットシルバーメッキまたはミッドナイトブルー 
 
指針: 環境調和型のスーパールミノバ発光針 
 
ストラップ: ステンレス製またはローズゴールドカラーの PVD コーティングバックル付きホースレザース

スラップ  
 
防水性: 3 気圧 

税抜価格:  SS ケース \136,000 

  ローズゴールド PVD\155,000  



 
 
 
                        

J101.65 
技術データ  

 

 
                     

タイプ:    マルチ フリークエンシー ラジオ コントロール ムーブメント 
受信範囲:   DCF77, MSF, JJY40, JJY60, WWVB  
 
周波数:    32.768 Hz 
パワー:   3 つのモーター  
 
直径:    28.0 mm 
高さ:   3.85 mm 
石:   6 個 
 
表示:    時、分、秒、日付 
 
日付シフト:   ダイレクトな前進と後退 

アドバンス ムービング ファンクション技術 (AMF)による偏差

のないリアルタイム表示 
 
秒針ムーブメント   前進と後退 
秒針シフト: スマートハンドモーション技術(SHM)による半秒単位での正確

な時間表示  
 

アドバンス  ムービング ファンクション技術 (AMF)による偏

差のないリアルタイム表示 
 

バッテリー:    CR1025 (3V)  
バッテリー寿命:   2 年 
 
定格偏差: ラジオコントロールモードでは、 最大の定格偏差 0.02 秒 
    クオーツモードでは+/- 8 秒/年 



 
 
 
                        

 
 
機能 
 
タイムゾーン: クラウンで簡単にタイムゾーンの設定 
 
電波受信:           自動と手動の時刻同期 
 
指針位置制御:  インテリジェント タイム コレクション (ITC) 

特許取得済みのライトバリアシステムは、秒針の位置を一日 1,440 回、

最後に受信した時間情報を比較。更に、 時分針の位置を毎日比較し、

日付の位置は月に 1 回、必要に応じて修正。 
 
自動スキャン: 特許取得済み、時間信号送信機 DCF77, MSF, JJY40, JJY60, 

WWVB の自動検索 
 
カレンダー:   永久カレンダー、クォーツモードでも、2400 年まで 
 
電波受信機能なし: 永久カレンダー付きの高精度クォーツムーブメントに基づいて機能は同範

囲 
 
省エネモード:       スリープモード 
 
操作機能:              バッテリー残量表示 
 
  



 
 
 
                        

詳細について、下記にお問い合わせください: 
 
Junghans ・プレス・オフィス 
c/o Convensis グループ 
Filippo Corsani 
Felix Haußmann 
Friedrichstraße 23b 
D-70174 Stuttgart 
 
Tel. +49 711 / 36 53 37 77 
PRjunghans@convensis.com 
 

 
Junghans –あなたのスタイルを生きる 

ユンハンスに は 150 年以上の歴史があります。1861 年に設立されて以来、 Uhrenfabrik Junghans は細

部への注意、デザイン・品質及び世代の技術的な高い専門知識を求めてきました。その価値観が Black 

Forest のシュランベルクの会社の成功事例の基盤になっています。1903 年に、ユンハンスは 3000 人の従

業員を持つ世界最大級の時計メーカーになりました。精密なムーブメントの開発は 1951 年にクロノメーターの

ドイツ最大のメーカーになり、さらに 1956 年には世界第 3 位となっています。 1972 年にミュンヘンで開催され

たオリンピック大会の公式タイムキーパーとして、ユンハンスは新たな基準を打ち立てました。多事、乱流の会社

歴史を経た後、Hans-Jochem 博士と Hannes Steim がこの企業の新しい所有者となり、2009 年 から新た

な未来を切り開くことになりました。ユンハンスは今も歴史ある会社のロケーションで、全ての時計を生産していま

す。  2018 年に歴史あるテラス式建物は 100 周年を迎えました。この記念碑のような工業建築物で、ユンハ

ンスの腕時計製造のセンターピースとなっている、Black Forest の腕時計とクロック製造の伝統と歴史をミュージ

アムの形で見ることができます。現在のコレクションは、会社の時計製造の歴史と伝統に基づいて製作され - 現

代的な形で現れています。例えば、1930 年代以来製造されているマイスターコレクションやマックス・ビル 

コレクション。最初のこれらのバウハウスの古典は、1956 年にスイスのデザイナーと共同で制作されました – 

今日も彼のデザインがほとんど変わらず製造されています。 1990 年にユンハンスは、電波腕時計の発明で時

計製作の歴史に新たな基準を打ち立てています。 

 新世代のインテリジェント、優れた精度と正確を備えたシュランベルク製の電波制御式のムーブメントは、2018

年に再び 注目を浴びました。ユンハンス時計のクリアなデザインの表現は、会社の歴史上不変の要素です。そ

れは、最もシンプルなフォーム コレクションのスタイリッシュなモデル中で見つけられます。150 年以上の歴史を

誇るユンハンス時計は、時計製造のノウハウと精度そしてスタイルの完璧な融合を実現し、斬新な形でデビュー

しました。 
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