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鉄道開業 150 周年記念ウオッチ 

人気車両をモチーフにした腕時計「アナデジテンプ」が登場 

～1 号機関車、中央線 201 系、山手線 E235 系の 3 タイプ～ 

2022 年 9 月 21 日から完全受注販売の予約開始 

株式会社 JR 東日本商事(本社：東京都渋谷区/社長：井上 晋一)は、シチズン時計株式会社(本社：

東京都西東京市/社長：佐藤 敏彦、以下 シチズン)のウオッチブランド『シチズンコレクション』から、

鉄道開業 150 年を記念して、鉄道の車両をモチーフにした、コンビネーションウオッチ「アナデジテ

ンプ」【希望小売価格：36,300～38,500 円、(税抜価格 33,000～35,000 円)】3 モデルを 2022 年 9⽉21

日（水）13 時 00 分から「TRAINIART（トレニアート）JRE MALL 店」で受注⽣産にて販売いたしま

す。 

 

 
 

 

 

 

 

日本の鉄道開業は、1872（明治5）年に遡り、その年の10⽉14日に新橋（東京都）と横浜（現 桜木

町、神奈川県）の両停車場で開業式が行われ、翌10⽉15日からは新橋～横浜間の旅客列車の運転が開

始されました。日本の交通事情、時間の使い方の概念が大きく変わる出来事でした。そして、今年10

⽉14日に鉄道開業150年を迎えます。 

 本モデルは、鉄道開業 150 年を記念した限定モデルです。本モデルは、150 年の歴史のなかで数多

くある車両の中から、新橋～横浜間の鉄道開業時にイギリスから輸入された 1 号機関車、1979 年の

デビュー以来、およそ 30 年にわたって中央線を駆け抜けた中央線 201 系、2016 年から営業運転を開

始した山手線 E235 系の 3 車両をモチーフにしています。それぞれの車両のカラーや外装の特徴を、

ケースやベルト、文字板デザインなどで表現しています。 

 

 

 

左  JG2135-68E 希望小売価格 38,500 円（税抜価格 35,000 円） 

中央 JG2130-61E 希望小売価格 36,300 円（税抜価格 33,000 円） 

右  JG2130-61F 希望小売価格 36,300 円（税抜価格 33,000 円） 

JR 東日本商品化許諾済 

 

2022 年 9 月 21 日 

株式会社 JR東日本商事 



【商品特長】 

鉄道開業 150 年を記念した限定モデル。3 モデル共通で、裏ぶたには鉄道開業 150 年のロゴマーク

が刻印されています。 

 

       
 

 

 

◆1 号機関車 JG2135-68E 

新橋～横浜間の鉄道開業時にイギリスから輸入された 1 号機関車モデルは、シックなブラックカラ

ーをベースに、ゴールドとレッドをバランス良く配色しています。 

 

・車両正面に輝く形式番号「1」の数字を文字板上部に配置 

・煙室扉ハンドルをモチーフにした時分針 

・機関車の動輪をイメージしたディスク型の秒針 

・文字板の左右下部には緩衝器をモチーフにしたデザイン 

・車両側面に配置された製造銘板をモチーフにした「ANA-DIGI TEMP」の銘板 
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◆中央線 201 系 JG2130-61E 

1979 年のデビュー以来、およそ 30 年にわたって中央線を駆け抜けた 201 系をモチーフにしたモデ

ルは、その特徴的なオレンジバーミリオン色を文字板全体に配しています。 

 

・文字板上部にはヘッドライトをイメージした夜光処理 

・国鉄職員に支給された腕時計「シチズン ホーマー」をモチーフにした時分表示 

・運転台のメーターをモチーフにした秒表示 

・文字板左右下部には編成札の白赤・白緑色をイメージした配色 

・側面方向幕のフォントをモチーフにした「ANA-DIGI TEMP」の銘板 

 
 

 

◆山手線 E235 系 JG2130-61F 

2016 年から営業運転を開始した山手線 E235 系をモチーフにしたモデルは、車両正面を正確に再現

したウグイス色とブラックのドット柄グラデーションの文字板が特徴的です。 

 

・文字板上部にはヘッドライトをイメージしたデザイン 

・運転台のメーターをモチーフにした時分針（色は反転） 

・山手線の路線図をイメージしたディスク型秒針 

・行先表示器をイメージした「ANA-DIGI TEMP」の銘板 
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【販売情報】 

※購入お申し込みを下記受付期間内に完了いただく、受注⽣産商品となります。予めご了承くださ

い。 

※販売期間終了後の本商品の再販売については、現時点では未定です。 

※場合により、早期に受付を終了する可能性がございます。 

 

●ご購入方法：「TRAINIART JRE MALL 店」にて受付期間中にお申し込みください。 

・TRAINIART JRE MALL 店ショップページ 

https://www.jreastmall.com/shop/c/c01/ 

●ご購入お申し込み受付期間：2022 年 9 ⽉ 21 日（水）13 時より 2022 年 12 ⽉ 7 日（水）23 時 59

分まで 

●商品お届け予定日：2023 年６⽉下旬予定 

 

【店頭展示】 

JRE MALL Cafe（横浜）にて、商品サンプルを展示しており、試着体験もしていただけます。 

 

■JRE MALL Cafe 

場所：神奈川県横浜市西区高島 2-16-1 JR 横浜駅 中央北改札内 

展示期間：2022 年 10 ⽉ 1 日～2022 年 10 ⽉ 16 日 

 

【店頭連動 SNS 投稿キャンペーン情報】 

JRE MALL Cafe において、2022 年 10 ⽉ 1 日～10 ⽉ 16 日の展示期間中に「シチズンコレクション 

アナデジテンプ 鉄道開業 150 周年記念限定モデル」3 商品のいずれか 1 本以上を撮影いただき、

Twitter、もしくは Instagram へ「＃シチズンと鉄道開業 150 年」のハッシュタグをつけてその場で投

稿していただき、投稿画面を店舗の係員にお見せください。車掌さんや運転士さんが実際に着用して

いる白手袋をプレゼントいたします。 

※プレゼントの数量には限りがございます。なくなり次第終了とさせていただきます。投稿前に店舗

の係員にご確認くださいますようお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【商品仕様】 

 
 

 

 

 
<シチズン時計とは> 

シチズン時計は、部品から完成時計まで自社一貫製造できるマニュファクチュールであり、世界約140 の国と地域でビジネスを展開しています。1918 

年の創業以来、“Better Starts Now”「どんな時であろうと『今』をスタートだと考えて行動する限り、私たちは絶えず何かをより良くしていけるの

だ」という信念のもと、世界に先駆けて開発した光発電技術「エコ・ドライブ」や、最先端の衛星電波時計など、常に時計の可能性を考え、開発を重ね

てきました。シチズン時計は、これからも時計の未来を切りひらいていきます。 

 

★本リリースの内容は発表日時点の情報です。商品のデザイン及び価格、発売日、スペックなどは、一部変更になる場合があります。 

★Twitter、Tweet（ツイート）、Retweet（リツイート）、Twitter のロゴは Twitter, INC.またはその関連会社の登録商標です。 

★Instagram は米国およびその他の国における Instagram, LLC の登録商標または商標です。 

 

 

 

 

 

ブランド/商品名 シチズンコレクション / アナデジテンプ 鉄道開業 150 周年記念限定モデル 

商品番号 JG2135-68E JG2130-61E JG2130-61F 

希望小売価格 
38,500 円 

（税抜価格 35,000 円） 

36,300 円 

（税抜価格 33,000 円） 

36,300 円 

（税抜価格 33,000 円） 

ケース/バンド ステンレス 

ガラス クリスタルガラス 

ケース径/厚み 横幅 32.5mm / 厚み 8.0mm（設計値） 

主な仕様 

Cal.8989 / ⽉差±15 秒 / 電池寿命 2 年 / クロノグラフ機能（1/1000 秒･12 時間） / アラーム / 温度計 / デュア

ルタイム表示 / 日付表示 / 曜日表示 ■日常⽣活用防水 

【報道機関お問い合わせ先】 

株式会社 JR 東日本商事  

コンシューマー商品本部 TEL:０３－３２９９－１９４７ 

JR 東日本商品化許諾済 


