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キコリの製品に組み込んでいる時計の機械は、平均月差±20秒（20℃）の高性能で、長期信頼性の高い
クオーツムーブメントです。（電波時計は下記参照）
製品の仕様等は、改良のため予告なく変更する場合がありますのでご了承下さい。
キコリの製品は、その全てに関して通常仕様上の自然故障、自然破損について一年間の保証をしています。
キコリの製品は、自然素材を使用している為に、木目等カタログの写真とは若干の差があります。また、気温や
湿度によって多少の変形が生じます。
そのような木の動きを考慮して設計・加工しておりますが、使用環境によっては大きな歪み、割れ等の変形が
生じる場合があります。
特に以下のような場所での使用には向きません。取り扱いには十分注意して下さい。
 ・直射日光の当たるところ ・屋外など水のかかるところ
 ・湿気の多いところ ・著しく乾燥しているところ ・空調機器の近く
すべての時計に掛け金具が付いています。重量等考慮の上ご使用下さい。
キコリの製品の木地表面塗装には植物由来の自然オイルを塗って仕上げています。
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キコリ製品について

※寸法表記は、およその幅（W）×高さ（H）×奥行き（D）（mm）、重量です。
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キコリの電波時計に組み込まれているムーブメントは、信頼性の高い日本メーカー製（リズム時計）です。
クオーツ単独作動機能（電波受信機能OFF）付きですので、電波の届かない所や海外ではクオーツ時計とし
て手動で時刻を合わせることもできます。（月差±20秒）
電池（アルカリ電池を推奨）を入れるだけで自動的に時刻合わせをします。
電波送信所から送られる電波を毎日6回受信して時刻を自動修正し、全国で日本標準時刻の正確な表示を
維持します。
福島（40kHz）九州（60kHz）の両局に対応し、受信状態の良好な方を自動的に選択します。
電波送信所の日本標準時刻は、10万年に1秒の誤差といわれるセシウム原子時計が基準になっています。
以下のような場所では電波を正確に受信できないことがあります。
 ・極端に高温や低温の場所 ・高圧線、電車の架線、飛行場（通信施設）の近く
 ・通話中の携帯電話の近く ・家電製品やOA機器の近く 
 ・鉄筋コンクリートの建物内、高層ビルや山などの谷間、地下
なお、時計自身は電波を受信はしますが発信はしない為、人体や医療機器には影響なくお使いいただけます。

電波時計について



キコリの製品に使われているカラ松材は、千曲川の
源流域にあたる信州の佐久地方の森から伐り出され
ています。この辺りに残る原生林には、日本古来の
天然のカラ松も多く、「天カラ」という特別な称号
で呼ばれています。

本体価格 ¥30,000（税込 ¥33,000）
W350×H500×D55mm 約2kg

大きな文字盤を無垢材でつくりました。気球
に乗ったネコが、顔を振りながら見下ろして
います。

K185
気球の時計（クオーツ）

本体価格 ¥20,000（税込 ¥22,000）
W340×H340×D75mm 約1.5kg

親子のさかなが左右に揺れながら、会話を
するように口をパクパクと開いたり閉じたり
します。

K184
さかなの親子の時計（クオーツ）

本体価格 ¥18,000（税込 ¥19,800）
W210×H450×D85mm 約1.5kg

厚めの無垢板の文字盤にシンプルな数字、
ウォルナットの振子が揺れる重量感のある
時計です。

K585
丸型時計（クオーツ）

本体価格 ¥15,000（税込 ¥16,500）
W300×H300×D50mm 約1kg

ベーシックな八角形の枠と、大きく見やすい
文字盤は、どんな部屋にもなじみます。

K119
八角時計（クオーツ）
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本体価格 ¥15,000（税込 ¥16,500）
W145×H210×D65mm 約1kg
しっぽを揺らして時間を見つめる可愛い仔猫の
小さな時計です。繊細な仕草を丁寧に仕上げ
ています。

K156
仔猫の時計（クオーツ）

本体価格 ¥23,000（税込 ¥25,300）
W300×H210×D60mm 約1.5kg
クジラを二色の木を貼り合わせて丁寧に削り
出しました。尾ひれをゆったりと動かしながら海
を泳いでいるように一台一台調整していきます。

K121
くじらの時計（クオーツ）

本体価格 ¥12,000（税込 ¥13,200）
W180×H170×D50mm 約0.5kg
海をイメージした青い文字盤、木で作った巻貝
の秒針、まるで海の中にいるような時計です。
小さめの時計ですので、デスク周り等に置くのも
おすすめです。

K205
海の置時計（クオーツ）

本体価格 ¥10,000（税込 ¥11,000）
W165×H165×D50mm 約1kg
小さな森で拾った小枝と落ち葉をイメージして
つくった針を取り付けています。キコリ創業以来
引き継がれているカラ松の木口を生かしたデザ
インが特徴の森を感じる時計です。

K301
小さな森の時計（クオーツ）

本体価格 ¥16,000（税込 ¥17,600）
W160×H230×D80mm 約1kg
枝にとまって眠っているフクロウが、左右に
揺れて時を刻みます。

K123
枝のフクロウ時計（クオーツ）

本体価格 ¥12,000（税込 ¥13,200）
W180×H180×D55mm 約0.5kg
赤い木の小さなハートが揺れて、なんとなく心が
温かくなる時計です。

K820
ハートフル時計（クオーツ）

本体価格 ¥16,000（税込 ¥17,600）
W145×H215×D55mm 約1kg
樹の幹にとまったキツツキが、コツコツと巣穴を
開ける仕草をする時計です。

K1005
キツツキの時計（クオーツ）
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信州から渡ったカラ松は、森をつくり、世界各地で建築材
などに使われてきました。
ヨーロッパの南チロル地方には、樹齢二千年を超えている
と伝わる世界最古のカラ松が、何本か今も生きつづけてい
るという。
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本体価格 ¥16,000（税込 ¥17,600）
W250×H355×D70mm 約1.5kg

仔猫が左右に動くと親猫が見守るように顔を振
ります。
見やすい文字盤で、ロングセラーを続けるキコリ
の定番の時計です。

K910
ネコの親子の時計（クオーツ）

本体価格 ¥16,000（税込 ¥17,600）
W220×H355×D70mm 約1.5kg

空を泳ぐサカナの振子を見上げるネコがその動き
を追って首を振ります。
文字盤には見やすいシナ合板を、サカナの振子
にはアカ松を使っています。

K259
ネコとサカナの時計（クオーツ）

本体価格 ¥16,000（税込 ¥17,600）
W210×H300×D60mm 約1.5kg

幸せを運ぶといわれる青い鳥が文字盤にとまった
時計です。青い鳥がゆっくりと揺れて穏やかな時間
が流れます。

K207
青い鳥の時計（クオーツ）

カラ松は木工品の素材としては扱いが難しい木
なのですが、キコリでは独自の技術を駆使して
この木を生かしたオリジナルデザインの時計を
もう四十年以上もつくり続けてきました。
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本体価格¥18,000（税込¥19,800）
W255×H335×D70mm 約1.5kg

いつも仲良し「モッチ」と「コムギ」。今日は何の
話をしているのかな？
柴犬の鼻先にとまった白文鳥が話しかけるよう
に動きます。

K480
柴犬と白文鳥の時計（クオーツ）
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本体価格 ¥18,000（税込 ¥19,800）
W200×H270×D70mm 約1kg

太陽の光を浴びて土の中から顔を出した双葉
が、ゆらゆら揺れます。

K484
ひなたの時計（クオーツ）

本体価格 ¥20,000（税込 ¥22,000）
W255×H350×D75mm 約1.5kg

自分の知らない世界を見てみたくなったしろく
まさんは、ゆらゆらと揺れる氷に乗って冒険に
出ました。
どんな出会いが待っているのでしょう…

K303
しろくまの時計（クオーツ）

本体価格 ¥16,000（税込 ¥17,600）
W150×H300×D70mm 約0.5kg

突然降ってきた夕立も、きっともうすぐ上がり
ます。のんびり揺れる傘の下、たまにはぼぅー
と雨宿り。

K308
雨あがりの時計（クオーツ）
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本体価格 ¥23,000（税込 ¥25,300）
W320×H320×D60mm 約1.5kg

円形に近い12角形を、木枠を組んでつくりました。
丸みがあって優しい印象のある時計です。

K154
森の電葉時計（１２角形）（電波）

本体価格 ¥28,000（税込 ¥30,800）
W395×H395×D60mm 約2kg

カラ松の無垢の木材を組んで、１２角形の木枠を作っています。
正確なカラ松の加工技術と木肌を生かした手作業によるサンド
ペーパーがけで仕上げています。広い空間にふさわしい大きくて
見やすい時計です。

K304
森の電葉時計（大）（電波）

本体価格¥30,000（税込 ¥33,000）
W290×H390×D70mm 約2.5kg

カラ松の森に棲むフクロウをイメージしてつくりました。
真ん中のフクロウがゆっくりと振り子のように動きます。

K155
森の電葉時計（フクロウ振子）（電波）
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本体価格 ¥28,000（税込 ¥30,800）
W270×H450×D75mm 約2kg

森の樹にくちばしで穴を開けている仕草を、振り子の動きに
したヤマゲラの時計です。真っ白な文字盤はとても見やすく、
遠くからでも視認性に優れています。

K186
ヤマゲラの電波時計（電波）

本体価格 ¥28,000（税込 ¥30,800）
W270×H450×D75mm 約2kg

枝にとまったエナガがゆらゆらと長い尾を揺らして、
ゆったりとした自然の流れを伝えてくれる時計です。

K187
エナガの電波時計（電波）

本体価格 ¥28,000（税込 ¥30,800）
W285×H380×D70mm 約2kg

ある雨上がりの日、羊たちはついに空の友達に逢いに行く旅
に出発しました。2匹の羊が揺れる電波時計です。虹はシナの
木を曲げてつくりました。

K210
ひつじと虹の電波時計（電波）
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無垢の木に含まれる節や白太も、自然の表情として
捉えて生かしたり、狂いを吸収する集成加工など、
無理のないデザインを心がけて、ひとつひとつ手作業
で全行程を信州の工房で製作しています。
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本体価格 ¥36,000（税込 ¥39,600）
W260×H360×D105mm 約2kg

カラ松の巣箱に住みついたフクロウが、毎正時と半時にでてきて
ホゥホゥと鳴き声とともに翼を広げて時を告げます。
小さな穴で子フクロウも揺れています。

K142
バードハウスの時計（クオーツ・カッコー）

本体価格 ¥42,000（税込 ¥46,200）
W360×H515×D95mm 約2kg

カラ松とウォルナットの無垢材を使い、一本の大樹に仕立てて、
広い森の中で暮らすフクロウ達を思いながらつくっています。
フクロウが毎正時と半時に出てきてホゥホゥと時を告げると、
そこに森の空気が広がるような時計です。

K307
森のフクロウ時計（クオーツ・カッコー）

本体価格 ¥33,000（税込 ¥36,300）
W215×H450×D95mm 約2kg

信州の森に棲んでいるという青い鳥が時を告げるカッコー
時計です。毎正時と半時に青い鳥が出てきて、可愛い仕草
と澄んだ鳴き声で幸せを呼び込みます。

K306
青い鳥のカッコー時計（クオーツ・カッコー）
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本体価格 ¥33,000（税込 ¥36,300）
W260×H360×D90mm 約2kg

カッコーの鳴き真似をしようとする三毛猫が毎正時と半時に
出てきて、手を上げて時を告げます。左下に座っている仲間
のにゃんも元気にしっぽを振っていて、どんな時にもホッと心
が和む時計です。

K305
三毛猫のカッコー時計（クオーツ・カッコー）

本体価格 ¥30,000（税込 ¥33,000）
W230×H350×D95mm 約2kg

左右に揺れる親フクロウの後ろから、毎正時と半時に子どもの
フクロウが飛び出して時を告げます。

K202
フクロウの親子の時計（クオーツ・カッコー）

キコリの時計に搭載されているムーブメント ( 時計
機械）は、日本のメーカー製のものです。
特にカッコームーブメントは、リズム時計工業製の
もので、日本国内の工場で手作業で組み立てられて
いる日本製です。
このムーブメントは、「カッコー , カッコー」の音を、
アナログな機構でフイゴ式の笛を鳴らして発音させ
ているという、特別な音のムーブメントなのです。
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