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「オーヴァーシーズ」世界をとらえる独自の視点 
 

特徴：21 世紀のトラベラーにふさわしい、カジュアル・エレガンスを新たに提案 
 
ジュネーブ・シール認定 
 
ヴァシュロン・コンスタンタンの新しいムーブメント搭載：自動巻きローターに旅を象徴する方位図がデ

ザインされ、シンプルなモデルから複雑な表示が備わるモデルまでを展開 
 
付け替え可能なブレスレット／ストラップ：ユーザーの期待に応える、独自の快適な付け心地 

 
ヴァシュロン・コンスタンタンは、ブランドのアイコニックなコレクションの一つ、「オーヴァーシーズ」をリ

ニューアルしました。カジュアル・エレガンスと実用性を併せ持つ 5 つの新しいモデル（12 リファレンスを展

開）に 3 つの新しいムーブメントを含むマニュファクチュールの自社製ムーブメントを搭載し、旅の精神からイ

ンスパイアされた新世代の自動巻き腕時計を作り上げました。ステンレススティールまたはゴールド、最もシン

プルなタイプから複雑なものまで、全モデルがジュネーブ・シールを取得し、容易に換装できるインターチェン

ジャブル・ブレスレット／ストラップが、世界の旅で快適な着け心地を約束します。このコレクションには、シ

ンプルな表示（時、分、秒、日付あり、日付なし）のモデルを始め、クロノグラフや超薄型モデルなどが含まれ

ます。 
 
歴史背景 
 
19 世紀後半以降、耐磁性や防水性の点で画期的な進歩を遂げた時計は、ヴァシュロン・コンスタンタンにとっ

て、スポーツウォッチに向けた第一歩を記すものになりました。1885 年に創作された時計は、パラジウム、ゴ

ールド、ブロンズ製の部品を用いて磁気の影響から保護するように設計されていました。ヴァシュロン・コンス

タンタンはまた、過酷な環境での使用に耐える防水機能をもった懐中時計を 1898 年に発表します。その頑強な

ケースを形作る特徴は、現代のスポーツウォッチのデザインを先取りするものでした。1930 年代には、ねじ込

み固定式のベゼルと裏蓋、そして壊れにくいサファイアクリスタル風防を併せ持つ「変形」（ラウンド型以外の

形状）のスティール製時計も登場します。これらの時計の技術的な特徴やスポーティな外観は、「変形」ケース

のベースにラウンド型ディスクの側面を 10 角形に加工したケース・トップを融合させるという美的デザインの

探求を通じて体現されていました。それから数十年後、1970 年代にこの流れを汲むまた新たな試みが行われま

す。さまざまなアイコニックなモデルの一つに数えられる有名なモデル「222」です。ヴァシュロン・コンスタ

ンタンの創業 222 周年を記念して 1977 年に発表されたこのスポーツウォッチは、ねじ込み固定式のベゼルと裏

蓋を備え、120m の防水機能を実現しました。アクティブなライフスタイルにふさわしいスポーツウォッチを意

図してデザインされた「222」は、旅や世界に広く目を見開く精神をテーマに掲げて 1996 年に初めて誕生した
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「オーヴァーシーズ」の開発にインスピレーションを与えました。テクニカルな特徴が際立つこのコレクション

は、発表と同時にヴァシュロン・コンスタンタンのスタンダードの一つになりました。ダイナミックなライン、

個性的なベゼル、アメリゴ・ヴェスプッチの有名な 3 本マストの帆船を描いた堅固な裏蓋などは、7 つの海への

旅立ちへと誘う特徴を成していました。ヴァシュロン・コンスタンタンはその後何年にも渡って、「オーヴァー

シーズ」固有の特徴的なコードを発展させていきました。2004 年に導入された、ブランドの象徴であるマルタ

十字を想起させるモチーフを配したメタルブレスレットもその一例です。そして 2016 年、ジュネーブ・シール

を取得する新しい「オーヴァーシーズ」が新たな波に乗って 21 世紀に船出しました。 

 
デザインの特徴 
 
エルゴノミックデザイン、輝きの効果を計算したディテール、繊細な仕上げを受け継ぐ新しい「オーヴァーシー

ズ」のモデルは、タイムレスな個性をしっかり保持しながらも、そこに現代的な美意識が明確に息づいています。

ブレスレットやストラップと一体化して連続するケースのカーブは、技術的に洗練されているだけでなく、目を

楽しませる美しさも格別です。6 つの面で構成されたベゼルや溝を刻んだリュウズも、ヴァシュロン・コンスタ

ンタンのデザイン・コードを思わせます。ポリッシュとサテン仕上げを施した丸型のブレスレット／ストラップ

用の着脱ピースが、両面無反射コーティングを施したサファイアクリスタルを戴く端正な文字盤に向かって配置

されています。モデルにより、透明なブルーやシルバートーン、もしくはローズベージュやグレーのラッカーが

施された文字盤は、その彩りで奥行き感が強調され、サンバーストやスネイル、ヴェルヴェットなどの仕上げで

多彩な表情を作り出しています。蛍光塗料を施しファセットを刻んだゴールドの針やインデックスは、インナー

ベゼルのリングを囲むゴールドのフレームと呼応し、アラビア数字もまた視認性を高めています。ねじ込み固定

式の裏蓋にはサファイアクリスタルがセットされ、22K ゴールド製の自動巻きローターが見て取れます。ロータ

ーは、旅人に東西南北を示す万国共通のシンボルである方位図のモチーフで装飾され、サンドブラスト、ポリッ

シュ、繊細なグレイン仕上げなどが施されています。 

 
快適でユーザーフレンドリー：自動巻きムーブメント、防水性、 
換装可能なインターチェンジャブル・ブレスレット／ストラップ 
 
「オーヴァーシーズ」は、旅の精神を忠実に守りつつ、利用者に理想的な着け心地とユーザーフレンドリーをも

たらすために、実用面でのさまざまな要件を満たしています。まず、搭載された機械式の自動巻きムーブメント

には、十分なパワーリザーブが備わります。ムーブメントは、軟鉄性リングによって磁気から守られ、卓越した

精度と耐久性を実現しています。透明でねじ込み固定式の裏蓋が備わるケースは、超薄型モデルは 50m、その他

のモデルでは 150m の防水性があります。 

 
新しい「オーヴァーシーズ」のすべてに共通するのは、ベルトのモジュール化です。装着感を一段と快適にする

イージーフィット・システムが備わったステンレススティールまたは貴金属ブレスレットに加え、レザーとラバ

ーストラップも付属しており、3 本の換装も容易に行えます。ブレスレットとストラップの換装、フォールディ

ングクラスプと通常のクラスプの換装には、工具を用いずに所定の位置に正しく取り付けられる巧妙な仕組みが

あり、しかもそのパーツには、固定したブレスレットやストラップと同等の強さがあります。 



 
 
 
「オーヴァーシーズ」のブレスレットとストラップもまた、仕上げの素晴らしさも特徴です。メタルブレスレッ

トは、緩やかに隆起した表面にサテンブラッシュが施され、半マルタ十字のモチーフを象り、その内側面をポリ

ッシュ仕上げしたリンクが組み合わされています。ラバーストラップにも、同じくヴァシュロン・コンスタンタ

ンのエンブレムから想を得たモチーフが配されています。アリゲーターレザーストラップはフラットな造りで、

裏面にヴェルヴェットのような感触が心地よいヌバックにパンチング模様を施したライナーが組み合わされ、快

適さとスポーティな美観を併せ持っています。 

 
ヴァシュロン・コンスタンタンが 130 年以上も関わりをもつジュネーブ・シール 
 
新しい「オーヴァーシーズ」コレクションは、1886 年に設立された高品質と卓越性の認証である有名なジュネ

ーブ・シールの厳格な基準を満たしています。ただ単に原産地証明を表すものではなく、中立的で独立した公的

団体が発行するこのジュネーブ・シール時計製造公式認定は、ムーブメント部品と時計の性能の両方に関する厳

格な既定を守り、ジュネーブ州内で開発と組み立てが行われた時計与えられます。 

 
 
オーヴァーシーズ・クロノグラフ ‐ キャリバー5200 
 
ジュネーブ・シールを取得する「オーヴァーシーズ・クロノグラフ」は、ヴァシュロン・コンスタンタンが自社

で開発・製造した新型自動巻きクロノグラフ・ムーブメントのキャリバー5200 を搭載しています。開発に 5 年

を要したこのムーブメントは、263 個の部品から成り、クロノグラフのスタート、ストップ、リセット機能を司

るコラムホイールと、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カップリング・クラッチを備

えます。新しいクロノグラフ・ムーブメントのヴァシュロン・コンスタンタン固有の特徴はまた、コラムホイー

ルの固定スクリューがブランドのロゴであるマルタ十字のモチーフで装飾されている点にも表れています。ムー

ブメントに組み込まれた 2 つの香箱は、トルクと信頼性を向上させ、50 時間以上のパワーリザーブを実現して

います。さらに、軟鉄性のリングによって磁気から守られたムーブメントは、時、分、秒、クロノグラフ機能、

日付の各表示を行います。これらすべての機能は、サンバーストやスネイル、ヴェルヴェット調の仕上げが施さ

れたシルバートーンもしくはブルーの文字盤で表示されます。ファセットを刻んだゴールドの針とインデックス

には蛍光塗料のコーティングが施され、一段と視認性を高めています。 

 
「オーヴァーシーズ・クロノグラフ」は、ステンレススティールと 18K ピンクゴールドがあり、ケース直径は

42.5 ㎜です。ねじ込み式のプッシュピース、リュウズ、裏蓋によって 150m の防水性が確保され、また、シース

ルーバックを通して、方位図のモチーフを装飾した 22K ゴールドのローターを見ることが出来ます。この新しい

ステンレススティール・モデルには、イージーフィット・システムを採用するステンレススティール・ブレスレ

ットに、ラバーストラップとレザーストラップの 3 本をセットにしたインターチェンジャブル・ブレスレット／

ストラップが付属します。ラバーとレザーストラップにはまた、同じく換装できるステンレススティール製フォ

ールディングクラスプが付いています。ピンクゴールド・モデルの場合は、レザーとラバーの 2 本のスッラップ

が付属し、どちらも換装可能なピンクゴールド製フォールディングクラスプが付いています。 



 
 
 
オーヴァーシーズ ‐ キャリバー5100 
 
時、分、秒、日付を表示する「オーヴァーシーズ」のこのモデルは、基本的な表示機能に絞り、その表情に航海

の趣がよく表現されています。直径 41 ㎜のケースは、ステンレススティールと 18K ピンクゴールドがあり、ヴ

ァシュロン・コンスタンタンが設計から開発、製造までを自社で完全に行った新型キャリバー5100 が搭載され

ています。172 個の部品から成るこのムーブメントは、毎時 2 万 8800 振動で、2 個の香箱によって調速脱進機

に安定したトルクを供給しながら、60 時間以上という快適なパワーリザーブをもたらします。ねじ込み固定式

のシースルーバックを通して、方位図のモチーフを装飾した 22K ゴールドのローターが鑑賞できます。ジュネー

ブ・シールを取得するこの時計は、サンバースト仕上げのブルーもしくはシルバートーンの文字盤が用いられ、

ゴールドの針とインデックスに蛍光塗料が施されています。また、ムーブメントを取り囲む軟鉄製リングによっ

て磁気から守られ、150m の防水性が確保されたこの「オーヴァーシーズ」のモデルも、イージーフィット・シ

ステムを採用するステンレススティール・ブレスレットに、ラバーストラップとレザーストラップの 3 本をセッ

トにしたインターチェンジャブル・ブレスレット／ストラップが付属しているので、あらゆるシーンに活用でき

ます。そしてストラップにも、同様に換装可能なステンレススティール製フォールディングクラスプが付いてい

ます。ピンクゴールド・モデルは、レザーストラップとともに付け替え用のラバーストラップがセットになって

いて、やはり換装可能なピンクゴールド製フォールディングクラスプが付いています。 

 
 
 
オーヴァーシーズ・スモールモデル ‐ キャリバー5300 
 
「オーヴァーシーズ・スモールモデル」は、総計 1 カラット以上にのぼる 84 個のラウンドカットダイヤモンド

があしらわれ、6 面構成のベゼルを優美に引き立てています。直径 37 ㎜のステンレススティールまたは 18K ピ

ンクゴールドのケースに収められているのは、ヴァシュロン・コンスタンタンが開発製造した新しいムーブメン

ト、キャリバー5300 です。128 個の部品から成るこの自動巻きムーブメントは、時、分表示に加え、9 時位置に

スモールセコンドを配し、約 2 日間のパワーリザーブが備わります。文字盤はローズベージュとブルーの 2 種類

があり、蛍光塗料を施したゴールドの針とインデックスがマッチして、フェイスに完璧な視認性をもたらします。

方位図のモチーフを装飾した 22K ゴールドのローターが鑑賞できる裏面の眺めもまた魅力的です。誉高いジュネ

ーブの認証を誇らしく受けるこの「オーヴァーシーズ・スモールモデル」も、インターチェンジャブル・ブレス

レット／ストラップが付属します。ステンレススティール・モデルは 3 本の換装可能なブレスレットとストラッ

プに、同じく換装可能なフォールディングクラスプが付いています。ピンクゴールド・モデルは、2 本または 3
本のブレスレットとストラップがセットになり、換装可能なフォールディングクラスプもしくは通常のクラスプ

が付いています。 

 
オーヴァーシーズ・エクストラフラット・パーペチュアルカレンダー ‐ キャリバー1120QP 
 
「オーヴァーシーズ・エクストラフラット・パーペチュアルカレンダー」は、技術的に高度な複雑機能とともに、



 
 
コレクションの特徴を成す控えめな趣の個性も表現されています。ジュネーブ・シールを取得し、ヴァシュロン・

コンスタンタンのブティックのみの取り扱いのこのモデルに搭載されているのは、パーペチュアルカレンダーと

ムーンフェイズを併せ持つ超薄型の機械式自動巻きムーブメントのキャリバー1120QP です。このムーブメント

は、ヴァシュロン・コンスタンタンの代名詞の一つになっています。永久カレンダーの複雑機能を実現するには、

部品の小型化にかなりの挑戦が求められます。不規則なカレンダーを調整しながら 2100 年まで修正を必要とせ

ず、しかも 276 個の部品を厚さがわずか 4.05 ㎜の空間に配置しなくてはならないからです。振動数が毎時 1 万

9800 回、約 40 時間のパワーリザーブを備えるこの機械式ムーブメントは、時、分、パーペチュアルカレンダー

（曜日、日付、月、48 か月周期の閏年）、そしてムーンフェイズを表示します。直径 41.5 ㎜のケースは 18K ホ

ワイトゴールドに、ブルーのアクセントで軽快に彩られたグレー文字盤が組み合わされ、サファイアクリスタル

の裏蓋を通して、方位図のモチーフを装飾し、繊細な仕上げが施された 22K ゴールドのローターが鑑賞できます。

そのデザインがどんな場面でも目を楽しませ、魅力を放つこの新しいモデルは、イージーフィット・システムを

採用するホワイトゴールド・ブレスレットと、ホワイトゴールド製クラスプが付いたレザーおよびラバーストラ

ップの 2 本を加えたインターンジャブル・ブレスレット／ストラップが付属します。 

 
オーヴァーシーズ・エクストラフラット ‐ キャリバー1120 
 
「オーヴァーシーズ・エクストラフラット」が発する趣には、控えめで落ち着いた雰囲気が明らかに漂っていま

す。ジュネーブ・シールの厳格な基準を満たすこの特別なモデルは、ヴァシュロン・コンスタンタンのブティッ

クのみの取り扱いとなりますホワイトゴールドで作られた直径 40 ㎜の薄型ケースに収められている、ヴァシュ

ロン・コンスタンタンが自社で開発・製造した超薄型の自動巻きムーブメント、キャリバー1120 は、144 個の

部品から成り、その厚さはわずか 2.45 ㎜です。約 40 時間のパワーリザーブが備わり、時針と分針のみの「オー

ヴァーシーズ・エクストラフラット」は、グレー文字盤に蛍光塗料を施しファセットを刻んだ針とインデックス

が配されています。また、裏蓋にはサファイアクリスタルがセットされ、方位図のモチーフで装飾され、サンド

ブラスト、ポリッシュ、繊細なグレイン仕上げなどが施された 22K ゴールド製のローターがダイナミックに回転

する様子が見て取れます。このホワイトゴールドの新しいモデルも、イージーフィット・システムを採用するブ

レスレットに、付替え用のレザーストラップとラバーストラップの 2 本を加えたインターチェンジャブル・ブレ

スレット／ストラップが付属し、レザーとラバーストラップには、ホワイトゴールドのクラスプが付いています。 

 
より詳しい情報は 以下リンクならびに 

ハッシュタグよりご確認いただけます： 

overseas.vacheron-constantin.com 
#VCoverseas 

#SIHH2016 
#VCoverseastour 

  



 
 

技術データ   オーヴァーシーズ・クロノグラフ 

 
リファレンス・ナンバー 5500V/110A-B075 シルバートーン文字盤 
            5500V/110A-B148 ブルー文字盤 
            ジュネーブ・シール取得モデル 
 
キャリバー・ナンバー  Cal.5200 
            ヴァシュロン・コンスタンタン自社開発・製造 
 
駆動方式        機械式自動巻き 
            22K ゴールド製オーヴァーシーズ・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、9 時位置にスモールセコンド、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         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 
            磁気から保護する軟鉄製ケース・リング 
            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         透明なシルバートーンまたはブルーラッカー、サンバーストサテン仕上げ（ベース部） 

ヴェルヴェット仕上げ（フランジ部）、スネイル仕上げ（カウンター部） 
            白い蛍光塗料を施した 18K ゴールド製インデックス、時針、分針 
 
ブレスレット／ストラップ  ステンレススティール・ブレスレット 

ポリッシュとサテン仕上げの半マルタ十字リンク 
            2 本目の付属ストラップ：ブラックまたはブルーのミシシッピ・アリゲーターレザー 
            ブラックのヌバックにパンチング模様を施したライナー 
            手縫いサドルステッチ、ラージ・スクエア・スケール 
            3 本目の付属ストラップ：ブラックまたはブルーのラバー 
 
クラスプ        ステンレススティール・ブレスレット：ステンレススティール製プッシュボタン式 

トリプルフォールディングクラスプ、コンフォートアジャスト・システム 
            付属ストラップ用：ステンレススティール製プッシュボタン式 

トリプルフォールディングクラスプ、ストラップの相互の 
換装が可能なインターチェンジャブル・システム（特許出願） 



 
 

技術データ   オーヴァーシーズ・クロノグラフ 

 
リファレンス・ナンバー 5500V/000R-B074 
            ジュネーブ・シール取得モデル 
 
キャリバー・ナンバー  Cal.5200 
            ヴァシュロン・コンスタンタン自社開発・製造 
 
駆動方式        機械式自動巻き 
            22K ゴールド製オーヴァーシーズ・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、9 時位置にスモールセコンド 
            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         18K 5N ピンクゴールド 
            サファイアクリスタルのシースルーケースバック 

磁気から保護する軟鉄製ケース・リング 
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         透明なシルバートーン、サンバースト 

サテン仕上げ（ベース部）、ヴェルヴェット仕上げ（フランジ部） 
            スネイル仕上げ（カウンター部） 
            白い蛍光塗料を施した 18K ゴールド製インデックス、時針、分針 
 
ストラップ       ブラウンのミシシッピ・アリゲーターレザー 
            ブラックのヌバックにパンチング模様を施したライナー 
            手縫いサドルステッチ、ラージ・スクエア・スケール 
            2 本目の付属ストラップ：ブラウンのラバー 
 
クラスプ        18K 5N ピンクゴールド製プッシュボタン式トリプルフォールディングクラスプ 

ストラップ相互の換装が可能なインターチェンジャブル・システム（特許出願） 
 



 
 

技術データ    オーヴァーシーズ 

 
リファレンス・ナンバー 4500V/110A-B126 シルバートーン文字盤 
            4500V/110A-B128 ブルー文字盤 
            ジュネーブ・シール取得モデル 
 
キャリバー・ナンバー  Cal.5100 
            ヴァシュロン・コンスタンタン自社開発・製造 
 
駆動方式        機械式自動巻き 
            22K ゴールド製オーヴァーシーズ・ローター 
 
ムーブメント・サイズ  直径 30.6mm × 厚さ 4.7mm 
 
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         172 
 
石数          37 
 
表示          時、分、センターセコンド、日付 
 
ケース         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 

磁気から保護する軟鉄製ケース・リング、ねじ込み式リュウズ 
 
ケース・サイズ     直径 41.0mm × 厚さ 11.0mm 
             
防水機能        15 気圧（約 150m） 
 
文字盤         透明なシルバートーンまたはブルーラッカー、サンバースト 

サテン仕上げ（ベース部）、ヴェルヴェット仕上げ（フランジ部） 
            白い蛍光塗料を施した 18K ゴールド製インデックス、時針、分針 
 
ブレスレット／ストラップ  ステンレススティール・ブレスレット 

ポリッシュとサテン仕上げの半マルタ十字リンク 
            2 本目の付属ストラップ：ブラックまたはブルーのミシシッピ・アリゲーターレザー 
            ブラックのヌバックにパンチング模様を施したライナー 
            手縫いサドルステッチ、ラージ・スクエア・スケール 
            3 本目の付属ストラップ：ブラックまたはブルーのラバー 
 
クラスプ        ステンレススティール・ブレスレット：ステンレススティール製プッシュボタン式 

トリプルフォールディングクラスプ、コンフォートアジャスト・システム 
            付属ストラップ用：ステンレススティール製プッシュボタン式 

トリプルフォールディングクラスプ、ストラップ相互の換装が 
可能なインターチェンジャブル・システム（特許出願） 



 
 

技術データ    オーヴァーシーズ 

 
リファレンス・ナンバー 4500V/000R-B127 
            ジュネーブ・シール取得モデル 
 
キャリバー・ナンバー  Cal.5100 
            ヴァシュロン・コンスタンタン自社開発・製造 
 
駆動方式        機械式自動巻き 
            22K ゴールド製オーヴァーシーズ・ローター 
 
ムーブメント・サイズ  直径 30.6mm × 厚さ 4.7mm 
 
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         172 
 
石数          37 
 
表示          時、分、センターセコンド 
            日付 
 
ケース         18K 5N ピンクゴールド 
            サファイアクリスタルのシースルーケースバック 

磁気から保護する軟鉄製ケース・リング 
            ねじ込み式リュウズ 
 
ケース・サイズ     直径 41.0mm × 厚さ 11.0mm 
             
防水機能        15 気圧（約 150m） 
 
文字盤         透明なシルバートーンラッカー、サンバーストサテン仕上げ 
            （ベース部）、ヴェルヴェット仕上げ（フランジ部） 
            白い蛍光塗料を施した 18K ゴールド製インデックス、時針、分針 
 
ストラップ       ブラウンのミシシッピ・アリゲーターレザー 
            ブラックのヌバックによるライナー 
            ブラックのヌバックにパンチング模様を施したライナー 
            手縫いサドルステッチ、ラージ・スクエア・スケール 
            2 本目の付属ストラップ：ブラウンのラバー 
 
クラスプ        18K 5N ピンクゴールド製プッシュボタン式トリプルフォールディングクラスプ 

ストラップ相互の換装が可能なインターチェンジャブル・システム（特許出願） 
 



 
 

技術データ   オーヴァーシーズ・スモールモデル 

 
リファレンス・ナンバー 2305V/100A-B078 ローズベージュ文字盤 
            2305V/100A-B170 ブルー文字盤  
            ジュネーブ・シール取得モデル 
 
キャリバー・ナンバー  Cal.5300 
            ヴァシュロン・コンスタンタン自社開発・製造 
 
駆動方式        機械式自動巻き 
            22K ゴールド製オーヴァーシーズ・ローター 
 
ムーブメント・サイズ  直径 22.6mm × 厚さ 4.0mm 
 
パワーリザーブ     約 44 時間 
 
振動数         4Hz (毎時 2 万 8800 回振動） 
 
部品数         128 
 
石数          31 
 
表示          時、分、9 時位置にスモールセコンド 
 
ケース         ステンレススティール、ベゼルにダイヤモンドをセット 

（ラウンドカットダイヤモンド 84 個） 
サファイアクリスタルのシースルーケースバック 
磁気から保護する軟鉄製ケース・リング、ねじ込み式リュウズ 

 
ケース・サイズ     直径 37.0mm × 厚さ 10.8mm 
             
防水機能        15 気圧（約 150m） 
 
文字盤         透明なローズベージュまたはブルーラッカー、サンバーストサテン仕上げ（ベース部） 

ヴェルヴェット仕上げ（ミニッツトラック部） 
            白い蛍光塗料を施した 18K ゴールド製インデックス、時針、分針 
 
ブレスレット／ストラップ  ステンレススティール・ブレスレット 

ポリッシュとサテン仕上げの半マルタ十字リンク 
2 本目の付属ストラップ：ローズベージュまたはブルーのミシシッピ・アリゲーター

レザー、ブラックのヌバックにパンチング模様を施したライナー 
            手縫いサドルステッチ、ラージ・スクエア・スケール 
            3 本目の付属ストラップ：ローズベージュまたはブルーのラバー 
 
クラスプ  ステンレススティール・ブレスレット：ステンレススティール製 

プッシュボタン式トリプルフォールディングクラスプ 
            コンフォートアジャスト・システム 
            付属ストラップ用：ステンレススティール製プッシュボタン式 



 
 

トリプルフォールディングクラスプ 
ストラップ相互の換装が可能なインターチェンジャブル・システム（特許出願） 

 
ダイヤモンド総計    ラウンドカットダイヤモンド 84 個、合計約 1.0 カラット 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

技術データ   オーヴァーシーズ・スモールモデル 

 
リファレンス・ナンバー 2305V/100R-B077 
            2305V/000R-B077 
            ジュネーブ・シール取得モデル 
 
キャリバー・ナンバー  Cal.5300 
            ヴァシュロン・コンスタンタン自社開発・製造 
 
駆動方式        機械式自動巻き 
            22K ゴールド製オーヴァーシーズ・ローター 
 
ムーブメント・サイズ  直径 22.6mm × 厚さ 4.0mm 
 
パワーリザーブ     約 44 時間 
 
振動数         4Hz (毎時 2 万 8800 回振動） 
 
部品数         128 
 
石数          31 
 
表示          時、分、9 時位置にスモールセコンド 
 
ケース         18K 5N ピンクゴールド、ベゼルにダイヤモンドをセット 
            （ラウンドカットダイヤモンド 84 個） 
            サファイアクリスタルのシースルーケースバック 

磁気から保護する軟鉄製ケース・リング、ねじ込み式リュウズ 
 
ケース・サイズ     直径 37.0mm × 厚さ 10.8mm 
 
防水機能        15 気圧（約 150m） 
 
文字盤         透明なローズベージュラッカー、サンバーストサテン仕上げ（ベース部） 

ヴェルヴェット仕上げ（ミニッツトラック部） 
            白い蛍光塗料を施した 18K ゴールド製インデックス、時針、分針 
 
ブレスレット／ストラップ 2305V/100R-B077：18K 5N ピンクゴールド・ブレスレット 
 
クラスプ        ポリッシュとサテン仕上げの半マルタ十字リンク 
            18K 5N ピンクゴールド製プッシュボタン式トリプルフォールディングクラスプ 

コンフォートアジャスト・システム 
            2 本目の付属ストラップ：ローズベージュのミシシッピ・アリゲーターレザー 
            ブラックのヌバックにパンチング模様を施したライナー 
            手縫いサドルステッチ、ラージ・スクエア・スケール 
            3 本目の付属ストラップ：ローズベージュのラバー 
            各付属ストラップに 18K 5N ピンクゴールド製クラスプ 
            2305V/000R-B077：ローズベージュのミシシッピ・アリゲーターレザー 



 
 

ブラックのヌバックにパンチング模様を施したライナー 
            手縫いサドルステッチ、ラージ・スクエア・スケール 
            2 本目の付属ストラップ：ローズベージュのラバー 
            18K 5N ピンクゴールド製プッシュボタン式トリプルフォールディングクラスプ 

ストラップ相互の換装が可能なインターチェンジャブル・システム（特許出願） 
 
ダイヤモンド総計    ラウンドカットダイヤモンド 84 個、合計約 1.0 カラット 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

技術データ  

オーヴァーシーズ・エクストラフラット・パーペチュアルカレンダー 

 
リファレンス・ナンバー 4300V/120G-B102 
            ジュネーブ・シール取得モデル 
 
キャリバー・ナンバー  Cal.1120 QP 
            ヴァシュロン・コンスタンタン自社開発・製造 
 
駆動方式        機械式自動巻き 
            22K ゴールド製オーヴァーシーズ・ローター 
 
ムーブメント・サイズ  直径 29.6mm × 厚さ 4.05mm 
 
パワーリザーブ     約 40 時間 
 
振動数         2.75Hz (毎時 1 万 9800 回振動） 
 
部品数         276 
 
石数          36 
 
表示          時、分 
            永久カレンダー（日付、曜日、月、閏年） 
            ムーンフェイズ 
 
ケース         18K ホワイトゴールド 
            サファイアクリスタルのシースルーケースバック 

磁気から保護する軟鉄製ケース・リング 
 
ケース・サイズ     直径 41.5mm × 厚さ 8.1mm 
             
防水機能        5 気圧（約 50m） 
 
文字盤         透明なグレーラッカー、サンバーストサテン仕上げ（ベース部） 

ヴェルヴェット仕上げ（ミニッツトラック部） 
            白い蛍光塗料を施した 18K ゴールド製インデックス、時針、分針 
 
ブレスレット／ストラップ  18K ホワイトゴールド・ブレスレット 

ポリッシュとサテン仕上げの半マルタ十字リンク 
            2 本目の付属ストラップ：ダークグレーのミシシッピ・アリゲーターレザー 
            ブラックのヌバックにパンチング模様を施したライナー 
            手縫いサドルステッチ、ラージ・スクエア・スケール 
            3 本目の付属ストラップ：ブラックのラバー 
 
 
 



 
 
クラスプ        18K ホワイトゴールド・ブレスレット：18K ホワイトゴールド製 

プッシュボタン式トリプルフォールディングクラスプ 
            コンフォートアジャスト・システム 
            各付属ストラップに 18K ホワイトゴールド製クラスプ 
 
ボックス        巻き上げ装置付き 
 
アクセサリー      永久カレンダーの修正ピン 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

技術データ   オーヴァーシーズ・エクストラフラット 
 
リファレンス・ナンバー 2000V/120G-B122 
            ジュネーブ・シール取得モデル 
 
キャリバー・ナンバー  Cal.1120 
            ヴァシュロン・コンスタンタン自社開発・製造 
 
駆動方式        機械式自動巻き 
            22K ゴールド製オーヴァーシーズ・ローター 
 
ムーブメント・サイズ  直径 28.4mm × 厚さ 2.45mm 
 
パワーリザーブ     約 40 時間 
 
振動数         2.75Hz (毎時 1 万 9800 回振動） 
 
部品数         144 
 
石数          36 
 
表示          時、分 
 
ケース         18K ホワイトゴールド 
            サファイアクリスタルのシースルーケースバック 

磁気から保護する軟鉄製ケース・リング 
 
ケース・サイズ     直径 40.0mm × 厚さ 7.5mm 
             
 
防水機能        5 気圧（約 50m） 
 
文字盤         透明なグレーラッカー、サンバーストサテン仕上げ（ベース部） 

ヴェルヴェット仕上げ（ミニッツトラック部） 
            白い蛍光塗料を施した 18K ゴールド製インデックス、時針、分針 
 
ブレスレット／ストラップ 18K ホワイトゴールド・ブレスレット 

ポリッシュとサテン仕上げの半マルタ十字リンク 
            2 本目の付属ストラップ：ダークグレーのミシシッピ・アリゲーターレザー 
            ブラックのヌバックにパンチング模様を施したライナー 
            手縫いサドルステッチ、ラージ・スクエア・スケール 
            3 本目の付属ストラップ：ブラックのラバー 
 
クラスプ        18K ホワイトゴールド・ブレスレット：18K ホワイトゴールド製 

プッシュボタン式トリプルフォールディングクラスプ 
            コンフォートアジャスト・システム 
            各付属ストラップに 18K ホワイトゴールド製クラスプ 
 


