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時への感性 

 

 

マイスター メガ スモールセコンド: 

秒まで正確に刻むクラシックエレガント。 

 

時間の単位は万国共通です。時、分、秒の長さはいつでも不変ですが、状況によってあっという間だっ

たり、非常にゆっくりだったりします。素晴らしい瞬間であればあるほど、時は早く経過し、そうでない場

合は永遠に続くかのように感じられます。 

日没から夜の闇が広がるまでの限られた時間帯、ブルーアワーの短い魅力的な黄昏時を取り上げた

のがマイスター メガ スモールセコンドです。最もクラシックなデザインの時間表示、スモールセコンドを

備えた藍色のダイアルはブルーアワーの特殊な雰囲気を反映しています。時計内部ではユンハンス製

電波式ムーブメントが時を刻みます。マイスター メガ スモールセコンドではエレガントで伝統的なデザ

インが最新のテクノロジーと見事に融合しています。実際の時間、感覚の時間に限らず特定の美しさと

正確さを与えます。  
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モデル 

マット仕上げのシルバーダイアルとダークブラウンのホース 

レザーストラップのモデルはとてもスタイリッシュ。よりスポー

ティーなのはサファイアクリスタルで 5 気圧防水のメタルスト

ラップモデルです。サブダイアルはリングで縁どられ、受信

情報を表示するだけでなく、スモールセコンドを引き立たせ

ています。 

 

 

最新の電波テクノロジー 

信頼性に関して、マイスター メガ スモールセコンドの右に出るものはありません。ユンハンスで製造さ

れた最新の電波式ムーブメント J101.66を装備し、針位置を毎日 1,440回自動調整します。分針の動き

は神秘的。分の変わり目にぴったり正確に動き出すので、完全に正確な時刻を表示します。デイト表示

のディスクの回転も日替わり直前に作動するので、新しい 1 日が始まる瞬間に正確に日付が表示され

ます。クラシックな時計デザインと最新技術の調和的は特にスモールセコンドに表れています。半秒ご

とに刻む秒針はこの時計が精密であることの証明であるだけでなく、針の滑らかな動きがエレガントな

デザインを引き立てます。メガ テクノロジーの快適さは旅に着けて行くには大きなメリットになります。

古典的な方法ではクラウンを回して希望の時間帯に設定し、針は自動的に位置調整されるので着用

者はリラックスしていられます。ユンハンス メガ アプリを使用しても秒レベルの正確な時刻送信が保証

されています。電波を受信できる場所では、マイスター メガ スモールセコンドは電波式腕時計ならでは

の快適さで正確な時刻が毎日同期されます。最新のテクノロジーのおかげで、世界中どこでもどんな

瞬間にもマイスター メガは信頼できます。 

 

マイスター メガ スモールセコンドは精度とエレガントさが一つに結び付いた時計です。自分の時間ほど

価値のあるものは他にありません。 
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マイスター メガ スモールセコンド 

仕様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                    

             

 

ムーブメント： J101.66 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(インテリジェントタイム コレクション)による針の位置制御  

・SHM(スマートハンド モーション)による半秒運針の正確な時刻表示  

・AMF(アドバンスムービングファンクション) で偏差のない実際の時間表示が可能  

・ユンハンス メガ アプリによるスマートな時間設定  

・特許取得済みのユンハンス オートスキャンにより、 

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 

ケース： ステンレススチール 径38.4 mm、厚さ9.2 mm  

裏面ミネラルクリタルに世界地図と受信内容表示、 

耐スクラッチ加工ドーム型プレキシガラス 

（オプションでサファイアクリスタルへの変更も可能） 

ダイアル： サンレイブラッシュ加工のマットシルバーまたはミッドナイトブルー 

針：  環境にやさしいスーパールミノバ付き針 

ストラップ： ホース、カーフ 

防水性：  3気圧 

発売予定： 6月 

価格（予価）： ￥145,000  

058/4902.00 058/4901.00 
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マイスター メガ スモールセコンド 

仕様 

 

 
 

058/4900.46 

 

 

ムーブメント： J101.66 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(インテリジェントタイム コレクション)による針の位置制御  

・SHM(スマートハンド モーション)による半秒運針の正確な時刻表示  

・AMF(アドバンス ムービング ファンクション) で偏差のない実際の時間表示が可能  

・ユンハンス メガ アプリによるスマートな時間設定  

・特許取得済みのユンハンス オートスキャンにより、 

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 

ケース： ステンレススチール 径38.4 mm、厚さ9.6 mm 

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 

ダイアル： マットシルバー、スモールセコンドに受信内容表示 

針：  環境にやさしいスーパールミノバ付き針 

ストラップ： ステンレススチール 

防水性：  5気圧 

発売予定： 6月 

価格（予価）： ￥180,000 

 
  



 
 
 
                        

お問い合わせ先 

ユーロパッション株式会社 マーケティング部 広報 石川 

101-0042 千代田区神田東松下町 30番地 TKビル 4F 

Tell：03-5295-0411 Email：info-ep@europassion.co.jp 

 

J101.66 

技術仕様 

 

 

                     

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： DFC77(ドイツ), MSF（イギリス）, JJY40（福島県）, JJY60（佐賀県）,  

WWVB（アメリカ） 

振動数：  32,760Hz  

パワー：  モーター3個 

サイズ：  直径28mm、厚さ3.85mm、6石 

表示：  時、分、秒、日付 

日付シフト： 進み、戻り共に直接移動 

  AMF (アドバンス ムービング ファンクション) で偏差のない実際の時間表示 

針のシフト： SHM (スマートハンド モーション)による半秒単位の正確な時間表示 

  AMF (アドバンス ムービング ファンクション) で偏差のない実際の時間表示 

バッテリー： CR1025(3V) 

バッテリー寿命： 2年 

偏差：  ラジオコントロール モードは0.02秒 

  クォーツ モードは年差+/-8秒 
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機能 

タイムゾーン：  簡単なクラウンの操作により全ての時間軸に秒まで正確に設定可能 

電波受信：  自動受信もしくは手動で時間シグナル同期 

針の位置：  ITC（インテリジェントタイム コレクション） 

特許取得したライトバリアシステムで秒針の位置を最後の受信情報に基づき

1日に1,440回自動調整 

時針と分針の位置は毎日、日付は月1回必要に応じて調整が行われます。 

オートスキャン：  特許取得済みのオートスキャンにより、 

DFC77(ドイツ), MSF（イギリス）, JJY40（福島県）, JJY60（佐賀県） 

WWVB（アメリカ）の時間信号送信機の自動検索 

カレンダー：  クォーツ モードでも2400年まで調整不要の永久カレンダー 

電波範囲外での機能： 基本は同等程度の精度の高いクォーツ ムーブメントに永久カレンダー 

省エネモード：  スリープモード 

 

 
 

 

Junghans – Live your style 

150年以上にわたり、ユンハンスは「時」にかたちを与えてきました。細部への徹底したこだわり、ハイレ

ベルのデザインを追求する姿勢、すぐれた品質、そして何世代にもわたって蓄積されてきたテクノロジ

ーのノウハウが 1861 年の創業以来、ユンハンスの時計を特徴づけています。ドイツ南西部シュヴァル

ツヴァルトのシュランベルクに本社を構えるユンハンスのサクセスストーリーはまさにそうした価値観を

基礎にしているのです。すでに 1903年に、ユンハンスは 3000人以上の従業員を抱える世界最大の時

計メーカーでした。精密なムーブメントの開発によって、1951 年にはドイツ最大の、そして 1956 年には

世界第 3 位のクロノメーターメーカーとなりました。1972 年に開催されたミュンヘン・オリンピックでは公

式タイムキーパーを務め、時間計測の分野で新基準を打ち立てました。そして波瀾に満ちた激動の歴

史を経て、2009 年にはシュランベルクの実業家ハンス＝ヨッヘム・シュタイム、ハネス・シュタイムが経

営を引き受け、新たな成長の時代に入っています。ユンハンスは現在でもなお全時計製品を、歴史あ

る本社内で製造しています。2018年には本社にあるテラス式建物が 100周年を迎え、新たな息吹を与

えられました。長年にわたり、ユンハンスの時計製造の心臓部として光輝いてきたこの産業用建築の

記念碑的な建物がシュヴァルツヴァルトにおける時計製造の伝統を体験できるミュージアムになりまし

た。最新コレクションにも、ユンハンスのデザインおよび時計製造の長い伝統が活かされ、現代にふさ

わしい形で取り入れられていることがわかります。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・ビルのタイムピースはその好例です。1956 年にスイス人デザイナー、マックス・ビルと共

同でデザインされたクラシックなバウハウス・ウォッチ、マックス・ビルコレクションは、今日も当初のデザ

インとほとんど変わらない形で製造されています。1990 年にはユンハンスは初の電波腕時計を発明し、

新基準を打ち立てました。2018 年、新世代のインテリジェント電波式ムーブメントを開発し、優れた精度
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と正確性によってこのテクノロジーが新たに注目を集めています。ユンハンスの時計のクリアなデザイ

ン言語は、社の歴史に一貫して息づいています。最も新しいところでは、無駄を省いたシンプルな表現

の FORM コレクションがその例で、スタイリッシュなモデルにそうしたデザイン言語があらわれています。

その洗練された完璧なデザインによって、ユンハンス時計は 150年以上にわたり、時計製造とデザイン

の見事な融合を実現しています。 


