
世界数量限定 オーヴァーシーズ・エベレスト 
カジュアル シックを演出するスタイリッシュなデザイン

クロノグラフとデュアルタイム各モデル150本限定
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世界数量限定 オーヴァーシーズ・エベレスト

紹介内容
  
オーヴァーシーズ・クロノグラフ エ
ベレスト
 
オーヴァーシーズ・デュアルタイム 
エベレスト
 
コーリー リチャーズへのインタ
ビュー
 
概要
 

技術データ

-　自社製ムーブメントを搭載するクロノグラフとデュアルタイム。
-　シリアルナンバー入り各モデル150本限定。
-　アメリカの写真家兼探検家コーリー リチャーズが2019年にエベレスト登山で着用したプロトタイプを

もとに製作。
-　冒険にふさわしいステンレススティールとチタンのケース、インターチェンジャブル方式のストラップ。

2021年9月1日、ジュネーブ　ヴァシュロン・コンスタンタンの最もスポーティなコレクションに加わる2つのモ
デルが新たな美しいスタイルを打ち出します。「オーヴァーシーズ・クロノグラフ・エベレスト」と「オーヴァーシー
ズ・デュアルタイム・エベレスト」です。各150本限定で発表される2つのモデルは、日常生活での着用に最適なだ
けではありません。デュアルタイムモデルを着け、コロラドでクロノグラフモデルを撮影したアメリカの写真家兼探
検家のコーリー リチャーズ自身が証明しているように、最も果敢な挑戦にも向いています。

世界へと目を向け、発見する精神の象徴である「オーヴァーシーズ」コレクションは、隅々までスポーツマインドが漲
る2つのモデルによって、エレガンスと精神的な強さの新たな高みを探りました。世界最高峰から着想した「オーヴ
ァーシーズ・クロノグラフ・エベレスト」と「オーヴァーシーズ・デュアルタイム・エベレスト」は、冒険や自己を超える偉
業を称えます。

この精神を体現するのは、ヴァシュロン・コンスタンタンが “One of not many”と掲げたコミュニケーションキャン
ペーンに登場する写真家兼探検家のコーリー リチャーズです。経験豊かな登山家の彼は、2019年に最も困難で危
険なルートとされる北東稜から挑み、「世界の屋根」への3度目の登頂に成功しました。登頂の際に彼が腕に着けて
いたのは、ヴァシュロン・コンスタンタンが特別に開発した「オーヴァーシーズ・デュアルタイム」のプロトタイプでし
た。このユニークピースが今回限定モデルとして発表される「オーヴァーシーズ・エベレスト」のデザインのベースにな
り、商品撮影もコーリー リチャーズ自身が手がけました。

2つの新しいモデルは、ベゼルにマルタ十字を思わせる6つのデザインが施されているのが特徴的で、チタンとステ
ンレススティールを巧みに組み合わせ、それらを使い分けることによって、パワフルで独特のスタイルを表現していま
す。ケース、ベゼル、プッシャーとそのガードは、軽く頑強で腐食に耐える金属のチタンで作られています。同じチタン
でも唯一違うのは仕上げです。ケースにはサテンブラッシュ仕上げ、プッシャーにはポリッシュ仕上げ、ベゼルやリュ
ウズおよびプッシャーのガードにはダイヤルのグレイン仕上げに合わせてビーズブラスト仕上げが施されています。
チタンのアンスラサイトグレーのトーンとコントラストを成すのが、ステンレススティールのベゼルリングが放つ艶や
かな輝きです。これらのモデルのダイヤルにはエレガントなグレイン仕上げが施され、鮮やかなオレンジのアクセント
は、コーデュラのストラップに用いられたオレンジのステッチとダイナミックにマッチしています。
ヌバックカーフスキンの裏地が付いたコーデュラストラップのステッチの色と同じで、丈夫さと柔らかさが調和して
います。両モデルとも広い用途でエレガントに使えるように、「オーヴァーシーズ」コレクションならではのインターチ
ェンジャブル ストラップが採用されています。インターチェンジャブルの導入により、時計に付属するコーデュラとラ
バーストラップは工具なしで簡単に付け替えが可能になり、その日の気分や場面に応じてスタイルを変えることが
できます。

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
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オーヴァーシーズ・クロノグラフ エベレスト
 
軽量で多機能な「オーヴァーシーズ・エベレスト」は、時計の複雑機能としてスポーツ愛好家やアウトドアの活動家た
ちが高く評価するクロノグラフを選びました。この150本限定モデルは、冒険はもちろん日常生活にも適し、あらゆ
る場面にマッチします。42.5㎜のケースは、チタンとステンレススティールがコントラストを成して組み合わされ、ダ
イヤルの調和のとれたレイアウトはクロノグラフの各表示に最適の視認性をもたらし、さらにセンターのクロノグラ
フ秒針を彩るオレンジがその効果を一段と高めています。

時計の内部で規則正しく時を刻むのは、自動巻きキャリバー5200/2です。ツインバレルを擁するこの自社製ムーブ
メントは、クロノグラフ機能のスタート、ストップ、リセット操作を指揮するコラムホイールを装備しています。正確で
信頼性の高いこのムーブメントはまた、クロノグラフのスタート時に生じやすい秒針飛びを防ぐ垂直クラッチを備え
ます。高性能のメカニズムを引き立てる特に現代的な美観の演出も特色です。ムーブメントのプレートにはこのモデ
ルの特徴的なアンスラサイトグレーのトーンに呼応するNAC処理が施され、22Kピンクゴールドのローターは、コ
ーリー リチャーズがヒマラヤの高峰に何回か遠征した際に撮影した写真をもとにしたエベレストのモチーフが彫り
込まれています。

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
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オーヴァーシーズ・デュアルタイム エベレスト
 
高性能と洗練されたスタイルがひとつの時計の中で完全に結びついた「オーヴァーシーズ・デュアルタイム・エベレス
ト」は、戸外の旅へと誘います。コーリー リチャーズが「世界の屋根」に3度目の登頂を果たした際に装着していたプ
ロトタイプから直接アイデアを得て作られたこの150本限定モデルは、世界を駆け巡るトラベラーや経験豊かな冒
険家に役立つ機能を備えています。

「オーヴァーシーズ・デュアルタイム・エベレスト」は、チタンとステンレススティールを組み合わせて作られた41㎜
ケースの中で時を刻む自社製ムーブメントのキャリバー5110 DT/2によって、2つのタイムゾーンを同時に読み取
ることができます。通常のセンター針によるローカルタイム表示に加え、先端に三角の矢をあしらいオレンジに彩ら
れた4番目の針がホームタイムを示します。これと連動するデイ／ナイト表示にも同じくオレンジが用いられていま
す。6時位置に配されたポインターデイト式の日付表示はローカルタイムと連動します。12時間表示による2つのタ
イムゾーンの調整は、いずれもリュウズを両方向に回して行えます。サファイアクリスタルのケースバックから見える
ムーブメントは、プレートに施されたグレーのNAC処理を施して現代の先端的なテイストを演出しています。そして
このモデルならではの特徴は、22Kピンクゴールドのローターです。ローターを飾るエベレストの彫金装飾は、コー
リー リチャーズが撮影した写真から着想しています。

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
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コーリー リチャーズへのインタビュー
 

「オーヴァーシーズ・エベレスト」をどのように思いますか？
 私にとって、この2つの時計は、長年にわたる洗練された努力の結晶です。本質を追求して無駄を省いた結果や、職人技の本
質を見事に浮き彫りにしたものです。私の払ったあらゆる努力は、アートや写真、探検などこの旅を反映していますが、どんな
工芸品も、その究極の表現は、私たちが完璧に向かって突き進むように、そぎ落とすことのできるものを通じて最もよく理解さ
れるのではないかと思います。そこに何が含まれ、なぜそこにあるのか、私はそのディーテルを見ます。偉業を成し遂げるため
には、汗と血、涙と喜びが必票であることを思い知らされました。その中で、あらゆる目標を達成するために必要な数えきれな
いほどの時間を費やしました。私は、分や秒単位で自分の人生を振り返りながら、そこにはまだ先に進む道があり、数えきれな
いほどの旅が繰り広げられることに気付くのです。

撮影にはどのように臨みましたか？ 
私は、これまで探求してきた数えきれないほどの時間を映し出すような写真を撮りたいと思いました。眼下に広がる世界を俯
瞰するように空中でじっとしながら暗闇の中で何日も深夜を過ごしたこともあります。日常生活の快適さを退け、自ら進んで快
適さとは逆の環境に身を置いたとき、私たちは自分自身が進化する空間へと導かれ、そこで何ができるかを発見するのです。
高山や海洋では時間はゆっくり進み、数分が何時間にも感じられ、また数日が数秒のように思い出されます。私たちの成功も
失敗も、いかに時間を最大限に活用するかにかかっている。何時に起きるか、どれほど素早く行動するか、何時間睡眠をとる
か、すべてが時間単位です。まさにスピードは安全と等しく、文字通り生と死の分かれ目を意味します。太陽が氷を溶かして岩
を濡らす前に太陽に勝てるだろうか？日中の熱で暖められた雪が不安定になってトラバースが困難になる前に斜面を横切れ
るだろうか？嵐を克服して避難しなくてはならないだろうか？すべてが時間との戦いなのです。私は環境によって移ろいゆくそ
んな一日の物語を細かな点や、時間を意識した効率的な行動に注意を払って最大限伝えたいと思いました。それは、目標を
達成し意欲を満たすために必要なものを最後の瞬間までしっかり見極めて敬意を払うという物語です。

「オーヴァーシーズ・エベレスト」を着用した感想は？
「オーヴァーシーズ ・エベレスト」を身に着けると、子供の頃のすべてのことを、そしてこの瞬間に至るまでの全てのことが思い
出されます。ここに至るまで、試行錯誤を通じて無限とも思えるほど学んだあらゆる試みを。失敗と成功は表裏一体です。私は
立ち止まり、この時計が私の人生に実際何を語りかけているのか、そしてこの時計を身に着けた別の人にとって何を意味する
のかをじっと考えると、ほんとうに感情が揺さぶられます。自分のたくさんの部分が精巧で美しい時計の形に凝縮され、それを
共有することは、言葉にならないほど光栄です。最も感じているのは感謝の念でしょう。たくさんの良き師や友人たちに囲まれ
て過ごした時間への感謝、目にしてきた場所や費やされた努力への感謝です。それから、時計にそのすべてが表現されている
ハードワークをこなしたすべての人への感謝です。そして、そのすべてをこれほど正確に美しく、思いやりを持って時計に表現
するために制作に携わってくださった皆さまに感謝します。この時計には、そうした仕事の明確な表現、美しさ、思慮深さが詰
まっています。常に時計を愛好してきましたが、これはそれを超えています。

「オーヴァーシーズ ・エベレスト」と、あなたがその一人を務める “One of not many”コンセプトへのコラボレーション
をどのように両立するとお考えですか？
自分を “One of not many”の一人として受け入れるは難しいですね。なぜなら、私たちは誰もが自身の表現において本当に
並外れて特別な存在だから。しかしまた、私は、自分を生かしてきた自分のさまざまなものを誉め、ここに至る道のりへは感謝
します。「オーヴァーシーズ ・エベレスト」は、本当の意味でまさしく “One of not many”です。その特別な個性は、達成された
あらゆる成果を展開するときにだけ発揮され、それが時計自体に表現されています。時計と同じように、私たちは部分の集合
よりも大きい。一人一人が自分自身のいくつものムーブメントの集合体でできている。生命の歯車や機構を生きていて、外に向
かって表現されているのは唯一無二の個性なのです。このコラボレーションはそうしたコンセプトを継続的に表現するものだ
と考えています。私の中で、毎日数え切れないほど見ている職人技へと反映され、さらなる自身の探検やアート、宇宙へと導く。
だから私はもっと謙虚になり、感謝の気持ちを抱かざるを得ません。

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
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概要
 
スポーツ愛好家や冒険家のための「オーヴァーシーズ」は、新たな高みに到達し、またデザインの新たな領域を開拓
しました。このコレクションは、各150本の限定モデル「オーヴァーシーズ・クロノグラフ ・エベレスト」と「オーヴァー
シーズ・デュアルタイム・エベレスト」からなります。2019年にヴァシュロン・コンスタンタンが、コーリー リチャーズの

「世界の屋根」への3度目の遠征を行った際に
開発したプロトタイプから、着想を得て作られたこれらのモデルは、パワフルで大胆なデザインが特徴です。クロノグ
ラフの直径42.5㎜のケースとデュアルタイムの直径41㎜のケースは、軽量で頑強なチタンで作られ、組み合わされ
たステンレススティールが艶やかな輝きを放ちます。この洗練されたルックスとコントラストを成して引き立てるの
が、自分で付け替えられるインターチェンジャブルのラバーストラップと、ライナーにカーフスキンのヌバックが用い
たコーデュラのストラップのペアです。技術仕様では、クロノグラフは自動巻きキャリバー5200/2、デュアルタイム
には自動巻きキャリバー5110 DT/2が搭載されています。これら2つの自社製ムーブメントには、最先端のアンスラ
サイトグレーのNAC処理が施されています。そしてこのモデルは、コーリー リチャーズが撮影した写真から着想を
得たエベレストの彫金装飾を施した22Kピンクゴールドのローターが特徴的です。
 

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
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技術データ
オーヴァーシーズ・デュアルタイム・エベレスト

リファレンス・ナンバー 7910V/000T-B922
ジュネーブ・シール   取得
キャリバー・ナンバー CAL.5110 DT/2
          ヴァシュロン・コンスタンタン自社開発製造
                         NAC処理
駆動方式 機械式自動巻き
           エベレストのモチーフを彫った22Kゴールド製ローター
ムーブメント・サイズ  直径30.6MM×厚さ6MM
パワーリザーブ    約60時間
振動数 4HZ（毎時2万8800回振動）
部品数 234
石数 37
表示 時、分、センターセコンドによる秒
 セカンド・タイムゾーン（リュウズで設定）
 デイ/ナイト（AM/PM、9時位置、ホームタイム連動）
 日付（6時位置、ローカルタイム連動、プッシャーで設定）
ケース    チタン、ステンレススティール
 サファイアクリスタルのシースルーケースバック
                       ベゼル、リュウズ、プッシュピースとそのガードがチタン
 ベゼルリングがステンレススティール
 ねじ込み式リュウズ、4分の1回転スクリューロック・
 プッシュピース
ケース・サイズ   直径41MM×厚さ12.8MM
防水機能      15気圧（約150M）
文字盤        グレーブルー、グレイン仕上げ
    18Kゴールド製インデックス
       18Kゴールド製時針、分針、秒針
        オレンジ色のデュアルタイム針
     インデックスおよび時針と分針にブルーのスーパールミノヴァ
ストラップ   グレーのコーデュラファブリック、オレンジのステッチ
      ライナーにカーフスキンのヌバック
         2本目の付属ストラップ：グレーのラバー
クラスプ     チタン/ステンレススティール製フォールディングクラスプ

シリアルナンバー入り150本限定
ヴァシュロン・コンスタンタン ブティック限定

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
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技術データ
オーヴァーシーズ・クロノグラフ・エベレスト

リファレンス・ナンバー  5510V/000T-B923
           ジュネーブ・シール取得モデル
キャリバー・ナンバー  CAL.5200/2
         ヴァシュロン・コンスタンタン自社開発製造
                        NAC処理
駆動方式      機械式自動巻き
         エベレストのモチーフを彫った22Kゴールド製ローター
ムーブメント・サイズ  直径30.6MM×厚さ6.6MM
パワーリザーブ    約52時間
振動数        4HZ（毎時2万8800回振動）
部品数        263
石数        54
表示      時、分、スモールセコンドによる秒（9時位置）
         日付
       コラムホイール・クロノグラフ（30分、12時間カウンター）
ケース        チタン、ステンレススティール
   サファイアクリスタルのシースルーケースバック
                      ベゼル、リュウズ、プッシュピースとそのガードがチタン
   ベゼルリングがステンレススティール
   ねじ込み式リュウズ、4分の1回転スクリューロック・
   プッシュピース
ケース・サイズ           直径42.5MM×厚さ13.7MM
防水機能      15気圧（約150M）
文字盤       グレーブルー、グレイン仕上げ
          18Kゴールド製インデックス
        18Kゴールド製時針、分針、秒針
        オレンジ色のデュアルタイム針
         インデックスおよび時針と分針にブルーのスーパールミノヴァ
ストラップ      グレーのコーデュラファブリック、オレンジのステッチ
        ライナーにカーフスキンのヌバック
        2本目の付属ストラップ：グレーのラバー
クラスプ      チタン/ステンレススティール製フォールディングクラスプ

シリアルナンバー入り150本限定
ヴァシュロン・コンスタンタン ブティック限定販売

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
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https://www.instagram.com/vacheronconstantin/


1755年に創業したヴァシュロン・コンスタンタンは、265年以上にわたり一度も時計づくりを中断したことがない、
時計製造の分野で世界最古のマニュファクチュールです。何世代にも渡る名工たちによって培われた時計づくりの
卓越した技術と洗練されたスタイルを途切れなく代々継承し、そこに根差す輝かしい遺産を守り続けてきました。

メゾンが創作する時計は、控えめで気品豊かなスタイルに高級時計の素晴らしい価値が体現されています。その一
つ一つに、最高峰の職人技と仕上げを維持しながら、ヴァシュロン・コンスタンタンならではの技法や美意識が表現
されています。

ヴァシュロン・コンスタンタンを代表するコレクション「パトリモニー」や「トラディショナル」、「メティエ・ダール」、「オ
ーヴァーシーズ」、「フィフティーシックス」、「ヒストリーク」、そして「エジェリー」などでは、つねに比類ない伝統と革
新の精神が一体になっています。さらにメゾンでは、時計に精通した顧客の方々の難しい要望に応え、“レ・キャビノ
ティエ”部門を通じて特注によるユニークピースの提案も行っています。

#VacheronConstantin
#OneOfNotMany

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/

