
オーヴァーシーズ
ブラック・トゥ・ブラック

http://www.vacheron-constantin.com/de/home.html


2

紹介内容
–
オーヴァーシーズ・デュア
ルタイム
–
オーヴァーシーズ・レディ・
クォーツ
–
技術データ
–
概要

オーヴァーシーズ
ブラック・トゥ・ブラック

•	ブラックラッカーダイヤルを採用する2つの新しいモデル
•	2つのタイムゾーンが同時に読み取れるオーヴァーシーズ・デュアルタイム
•	ダイヤモンドで独特のデザインが際立つオーヴァーシーズ・レディ・クォーツ
•	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

11月18日（月）‐「オーヴァーシーズ」コレクションにブラックをまとう新しいモデルが
登場します。2つの新作の特色は、輝きを放つスティールケースに縁取られたブラックラ
ッカーダイヤルです。自社製の自動巻きムーブメント、5110 DTを搭載して2018年に
発表された「オーヴァーシーズ・デュアルタイム」は、2つのタイムゾーンが同時に読み取
れ、デイ／ナイト表示も装備します。「オーヴァーシーズ・レディ・クォーツ」は、ベゼルに
あしらったダイヤモンドの輝きが針の動きを引き立て、3時位置には日付表示も備わり
ます。ブラックダイヤルによる「オーヴァーシーズ・クロノグラフ」や「オーヴァーシーズ・
オートマティック」が人気を博したのに続き、これら新作も、多くの時計コレクターが探
し求めるブラックダイヤルのモデルをさらに拡充することとなりました。
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オーヴァーシーズ・デュアルタイム
	
旅が現実からの逃避や、日常の煩わしさからの解放に結びつくことが多いとはいえ、一
方では入念なスケジュール管理も必要です。ヴァシュロン・コンスタンタンが、旅する精神
をテーマにした特別なコレクション「オーヴァーシーズ」でデュアルタイム機能を搭載し
たモデルを考案したのもそうした理由によります。この時計では、あらゆる点が世界を旅
するグローブトロッターの日常生活に関連するさまざまなファクターを考慮して設計さ
れ、それらが実用的で使いやすく、紛れもないスタイリッシュな仕方で表現されています。
新しいブラックダイヤルの見やすさ、機能の調整のしやすさ、3本のインターチェンジャブ
ル・ブレスレット/ストラップによる快適な着け心地など、この「オーヴァーシーズ・デュア
ルタイム」は、まさに世界を巡るトラベラーにとって理想的な時計です。

「オーヴァーシーズ・デュアルタイム」の中心で時を刻むのは、キャリバー5100から派生
した自社製の自動巻きムーブメントの5110	DTです。その特徴は、2つのタイムゾーンが
同時に読み取れる点にあります。通常の時計のように3本のセンター針でローカルタイム
を示すのに加え、先端に赤い矢のモチーフをあしらった4本目のセンター針でいわゆる“
ホームタイム”を示し、この針に午前と午後を区別するデイ／ナイト表示が連動します。ま
た、針で日付を示す6時位置のポインターデイトは、ローカルタイムと連動し、修正はプッ
シュピースで行えます。また、12時間で示す2つのタイムゾーンの時刻調整は、リュウズを
両方向に回して行えます。234個の部品から成り、振動数4Hz（毎時	2万8800回振動）
のキャリバー5110	DTは、2	個の香箱や方位図のモチーフを配した22Kゴールド製ロ
ーターの巻き上げにより60時間という余裕のパワーリザーブが備わります。ムーブメン
トの姿は、サファイアクリスタルのシースルーケースバックから鑑賞できます。

シーンを選ばず実用的に使える時計にとって大切なのは、見やすさを第一に考えること
です。新しい半透明のブラックラッカーダイヤルに対して、ファセットを施し蛍光塗料を加
えた18Kゴールド製のインデックスや針が映え、そのコントラストによって表示が明瞭に
なります。この時計はまた、極めて精密な“機器”であることから、ダイヤル周縁に分目盛り
と秒目盛りが記されています。直径41	mmのステンレススティール・ケースは、「オーヴ
ァーシーズ」コレクションの特徴を成す6角形のベゼルを配し、リュウズとプッシュピース
は150mの防水性を確保する安全な設計になっています。「オーヴァーシーズ・デュアル
タイム」は、その魅力を何ひとつ欠くことなく、独特の個性をもった時計にふさわしいあら
ゆる特質が備わり、さらには、付け替え可能な3本のインターチェンジャブル・ブレスレッ
ト／ストラップのおかげで、あらゆる場面でその個性が一段と際立ちます。マルタ十字か
ら着想したポリッシュおよびサテンブラッシュ仕上げのリンクを連ねたステンレススティ
ール製ブレスレットと、ラバーもしくはアリゲーターレザーストラップの交換も、工具を一
切使わずにできます。
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オーヴァーシーズ・レディ・クォーツ
	
スポーティな個性とエレガントな気品を併せ持つ女性用のクォーツウォッチもヴァシュロ
ン・コンスタンタンの伝統に根差すものです。1977年に発表された伝説の「222」コレク
ションには、クォーツ・ムーブメントを採用したゴールドや、ゴールドとスティールのコンビ
モデルがすでに含まれていました。19年後の1996年にヴァシュロン・コンスタンタンは、
この「222」と同じくクォーツ・ムーブメントを搭載する女性用の3モデル発表しました。特
に女性たちから称賛されたのは、その正確さや実用面での使い勝手でした。

今回の新しい「オーヴァーシーズ・レディ・クォーツ」は、直径33	mmのケースを用い、女
性らしい表情や魅惑をスポーティールックと融合させました。ダイヤモンドベゼルに縁
取られたダイヤルは、ブラックラッカーとサンバースト仕上げが施され、ファセットを刻み
蛍光塗料を加えた18Kホワイトゴールド製のインデックスや針と心地よいコントラスト
を成しています。実用的で非常に見やすいこの女性用モデルの「オーヴァーシーズ」はま
た、50mの防水機能が備わりメリハリのきいたケースや、ユーザーの好みで付け替えら
れるスティール製ブレスレットによってスポーティールックも際立っています。

どのような女性の手首にもフィットする33mmケースを採用したこのモデルは、時計のス
タイルをさまざまに変えられるインターチェンジャブル・ブレスレット／ストラップのおか
げで、これからも変化を楽しむことができるところが特色です。「オーヴァーシーズ」は、常
に時代と歩調を合わせるという考えのもとにデザインさたコレクションです。それを強調
するために2016年に導入されたインターチェンジャブル・ブレスレット／ストラップとい
うコンセプトは、このモデルにも採用されています。半マルタ十字のリンクを連ねたメタル
ブレスレットでカジュアルなルックス作り出したり、レザーストラップでシックないろいろ
なイメージを演出したり、さらにラバーストラップでスポーティな雰囲気を楽しんだりと、
付け替えによる変化やパーソナライズが可能というような選択肢がこの時計に備わって
いるのです。

ヴァシュロン・コンスタンタンのシンボルマークを想起させる6角形のベゼルは、爪留めさ
れた78個のビーズセットラウンドカット・ダイヤモンドで飾られています。また機能の使い
やすさに焦点を置き、時針と分針、センターセコンドによる時刻表示と、3時位置に日付
表示が備わるクォーツ・ムーブメントを用いています。

「オーヴァーシーズ・レディ・クォーツ」は、3つのモデルから選べます。ステンレススティ
ールによる2つのモデルには、ブラックまたはブルー“デニム”ダイヤル、ピンクゴールドの
モデルにはシルバーダイヤルが組み合わされています。これら新作は、生粋の魅惑を湛え
ながら、個性的な高級時計に求められるあらゆる特質が備わっています。
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技術データ
オーヴァーシーズ・デュアルタイム

リファレンス・ナンバー 7900V/110A-B546
ジュネーブ・シール　　	 取得
キャリバー・ナンバー　	 CAL.5110	DT
　　　　　　　　	 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6.0MM
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　　　　　　	 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41.0MM	×	厚さ12.8MM
防水機能　　　　	 15気圧（約150M）
文字盤　　　　	 透明ブラックラッカー、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、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　　　　　	 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
　　　　　　	 換装が可能な特許のインターチェンジャブル・システム
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技術データ
オーヴァーシーズ・レディ・クォーツ

リファレンス・ナンバー　 1205V/100A-B591
キャリバー・ナンバー　　CAL.1207	SC
駆動方式　　　　	 クォーツ
ムーブメント・サイズ　　直径18.80MM	×	厚さ2.20MM
振動数　　　　　	 32,768HZ
部品数　　　　　	 74
石数　　　　　　　	 7
表示　　　　　　	 時、分、センターセコンドによる秒、
　　　　　　	 日付（3時位置)
ケース　　　　　	 ステンレススティール
　　　　　　	 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33.00MM	×	厚さ9.37MM
防水機能　　　	 5気圧（約50M）
文字盤　　　　	 透明ブラックラッカー、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ホワイト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、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　　　　　	 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
　　　　　　　	 換装が可能な特許のインターチェンジャブル・システム
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概要
	
旅する精神をテーマにした「オーヴァーシーズ」コレクションにブラックをまとう新作が仲
間入り。2つの新作は、スティールケースでブラックダイヤルを際立てたデザインです。自
社製の自動巻きムーブメント、5110	DTを搭載して2018年に発表された「オーヴァーシ
ーズ・デュアルタイム」は、二つのタイムゾーンが同時に読み取れ、デイ／ナイト表示も装
備します。「オーヴァーシーズ・レディ・クォーツ」は、コレクションでは新しい直径33	mm
ケースを採用し、ベゼルを飾る78個のラウンドカット・ダイヤモンドか針の流れを引き立
て、3時位置には日付表示も備わります。「オーヴァーシーズ」コレクションの全モデル同
様に、これらの新作もインターチェンジャブル・ブレスレット／ストラップによってさまざま
なスタイルに変えることができます。
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1755年に創業したヴァシュロン・コンスタンタンは、260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」、そして「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」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

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/

