
 
 

オーヴァーシーズ 

エレガンスとスポーティな魅力あふれる 6 つの新しいモデル 
 

• ケース径 37.0 mm の 4 モデル： 
 ステンレススティール・ケース（2 モデル） 
 ステンレススティール・ケースにピンクゴールド・ベゼルのコンビ（2 モデル） 

• ケース径 42.5 mm の 1 モデル： 
 ステンレススティール＆ピンクゴールド・ベゼルのコンビ、クロノグラフモデル 

• ケース径 41.0 mm の 1 モデル： 
 ステンレススティール＆ピンクゴールド・ベゼルのコンビ、3 針モデル 
 

• 付け替え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 
• 方位図をモチーフにしたオーヴァーシーズのピンクゴールド製ローターが備わる自社製ムーブメント 
 
ある特別な機会に着けるために作られた時計もあれば、あらゆるシーンにマッチする時計もあります。新しい「オ

ーヴァーシーズ」は、後者のタイプです。工具を使わずにストラップが簡単に付け替えられる「オーヴァーシー

ズ」のコレクションに、ステンレススティール、またはステンレススティール・ケースとピンクゴールドのベゼ

ルを組み合わせたコンビの 6 つのモデルが新たに加わります。透明なサファイアクリスタルのケースバックから

見えるヴァシュロン・コンスタンタンの自社製ムーブメントも、あらゆる場面に適合するオートオルロジュリー

（高級時計製造）の優れた技術をうかがわせます。そのスタイルにエレガンスとスポーティさを融合させた新し

いデザインは、遥か遠い世界を旅する際に、イブニングのドレスアップに合わせる時計としてもまさに理想的で

す。 

 
オール・ステンレススティール・モデル 
「オーヴァーシーズ」コレクションに加わった 2 つの新しいステンレススティール・モデルは、カジュアル・シ

ックとも呼ぶべき魅力があり、37.0 mm ケースにブルーもしくはローズベージュの文字盤が組み合わされてい

ます。自社製ムーブメントのキャリバー5300 は、文字盤センターの時針と分針、9 時位置のスモールセコンドを

動かします。そして、これらの新作もまた、ステンレススティールのブレスレットにラバーストラップとアリゲ

ーターレザーストラップが付属し、工具不要でストラップとブレスレット相互の付け替えができるインターチェ

ンジャブル・システムにより変化を楽しむことができます。 

 
ステンレススティールとピンクゴールドのコンビ 
「オーヴァーシーズ」コレクションにはまた、ステンレススティール・ケースに 18K ピンクゴールドのベゼルを

組み合わせた 4 つの新しいモデルも加わります。 

 
42.5 mm ケースのクロノグラフは、自社製の機械式自動巻きムーブメント、キャリバー5200 を搭載し、半透明



 
 
なシルバートーンのラッカー文字盤で各種の表示を行います。このクロノグラフは、スタートとストップ、リセ

ットをそれぞれ制御するコラムホイールと、スタートの際の衝撃による針飛びを防ぐ垂直カップリング・クラッ

チを採用しています。コラムホイールのスクリューはまた、ヴァシュロン・コンスタンタンのクロノグラフとい

う紛れもないしるしとして、ブランドを象徴するマルタ十字を模したデザインに仕上げられています。さらに、

ムーブメントに備わる 2 個の香箱が 50 時間以上のパワーリザーブをもたらしながら、トルクや信頼性を向上さ

せます。「オーヴァーシーズ」に加わったこの新バージョンのクロノグラフも、このモデルに付属する 2 本の付

け替え可能なブラウンのアリゲーターレザーストラップとラバーストラップによって、さまざまなスタイルにい

つでも対応できます。 

 
もう一つのコンビモデルは、時刻表示にポイントを置いたシンプルなモデルで、シルバートーンの半透明ラッカ

ー文字盤に時、分、秒、日付を表示します。41.0 mm のステンレススティール・ケースにピンクゴールドのベゼ

ルを組み合わせ、そこに搭載された自社製ムーブメント、キャリバー5100 は、新しい「オーヴァーシーズ」の他

のモデルに搭載されるムーブメントと同様、ジュネーブ・シールを取得しています。この新しいモデルは、付属

するダークブラウンのアリゲーターレザーストラップとラバーストラップを付け替えて、世界中を旅する旅人の

パートナーとして落ち着いた雰囲気を演じてくれるでしょう、 

 
ステンレススティールとピンクゴールドのコンビは、37.0 mm ケースを採用した繊細で優美な 2 つのモデルに

も登場します。その一つは、18K ピンクゴールドのベゼルに 84 個ものラウンドカットのダイヤモンドがあしら

われています。いずれもキャリバー5300 を搭載し、ストラップはダークブラウンのアリゲーターレザーとラバ

ーの 2 本が付属します。そのため、カジュアル・シックの魅力と洗練された気品を同時に楽しむことができます。 

  



 
 

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/000M-B074 
 
ジュネーブ・シール   取得 
 
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 
            18K （5N） ピンクゴールド製ベゼル 

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         半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）、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       ダーク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、手縫いのサドルステッチ 
            ラージ・スクエア・スケール 
            2 本目の付属ストラップ：ダークブラウンのラバー 
 
クラスプ        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特許取得のイ

ンターチェンジャブル・システム 



 
 

技術データ 

オーヴァーシーズ 
 
リファレンス・ナンバー 4500V/000M-B127 
 
ジュネーブ・シール   取得 
 
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 
            18K （5N）ピンクゴールド製ベゼル 

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         半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       ダーク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：ダークブラウンのラバー 
 
クラスプ        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特許取得のイ

ンターチェンジャブル・システム 



 
 

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 2300V/000M-B400 
            2305V/000M-B400（ダイヤモンドセット・ベゼル） 
 
ジュネーブ・シール   取得 
 
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、18K（5N）ピンクゴールド製ベゼル 
            2305V/100M-B400: ベゼルにダイヤモンドをセット 

（84 個のラウンドカットダイヤモンド） 
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 37.0mm × 厚さ 10.8mm 
             
防水機能        15 気圧（約 150m） 
 
文字盤         半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（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 
 
ストラップ       ダーク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：ダークブラウンのラバー 
 
クラスプ        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特許取得のインターチェンジャブル・システム 

 
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 2300V/100A-B078  ローズベージュ文字盤 
            2300V/100A-B170  ブルー文字盤 
 
ジュネーブ・シール   取得 
 
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、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         半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特許取得の 

インターチェンジャブル・システム 


