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•	ヴァシュロン・コンスタンタン初のレディス自動巻きトゥールビヨン
•	 39mmケースはピンクゴールドとホワイトゴールドの2種類展開
•	ペリフェラル・ローターと3日間パワーリザーブが備わる自社製の超薄型キャリバー	2160

	
「トラディショナル」コレクションに加わった、ヴァシュロン・コンスタンタンのレディスウォッチでは初となる
自動巻きトゥールビヨンは、洗練された美と精巧な技術をフェミニンなスタイルで融合した時計です。珠玉
の複雑機構は、そのメカニカルアートを華々しいスタイルで称えた2つの貴重なモデルに表現されています。

段差をつけたケース、細身のベゼル、縦溝の模様を刻むケースバック、レイルウェイのミニッツトラック、細身の
ドーフィン針、バトン型インデックスが備わるピュアでエレガントな「トラディショナル」コレクションは、卓越し
た特徴を通して洗練された技術を表現しています。フォルムは機能に従うという「トラディショナル」に体現さ
れるタイムレスなエレガンスを今回表現しているのは、初めてトゥールビヨンを搭載する新しい2つのレディス
モデルです。新しい39	mmケースは、ダイヤモンドをあしらったピンクゴールドと、パヴェダイヤモンドでジュエ
リーウォッチに仕立てたホワイトゴールドの2種類。これらに収められた名声を誇るコンプリケーションは、か
つてないほど女性らしい華麗な姿で登場します。まさに、高精度と洗練されたスタイルを併せ持った時計を求
める要求の厳しい女性のための逸品です。

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


3

紹介内容
–
キャリバー2160
–
トラディショナル・トゥール
ビヨン
–
トラディショナル・トゥール
ビヨン・ジュエリー
–
概要
–
技術データ

トラディショナル・トゥールビヨン
重力を拒む繊細で精巧なメカニズム

キャリバー2160：エレガントで高精度の模範となるムーブ
メント
	
自社製ムーブメントのキャリバー2160が女性用の時計に初めて登場したのは2018年でした。この自動巻き
ムーブメントは、地球の重力の影響を排除するトゥールビヨンによって極めて高い精度を実現するのと同時
に、2.5Hzというロービートの振動でメカニズムの規則正しい動きを見て楽しむことができます。このキャリバ
ー2160はまた、かなりの薄型です。188個の部品から成るムーブメントは、ペリフェラル・ローターのおかげ
で厚さが5.65	mmしかありません。このような薄型化は時計のシルエットに重要な結果をもたらし、直径39	
mmで厚さが11.22	mmというバランスの良いケースサイズが女性の手首に完全にマッチしています。

キャリバー2160は、信頼性や高精度に加え、80時間に及ぶ余裕のパワーリザーブも特色です。またスモール
セコンドの秒は、トゥールビヨン上で黒いスクリューで示され、こうした機能は、ディテールの隅々まで行き届く
入念な注意によって引き立てられています。時計の表側では、マルタ十字の形から着想したオープンワークのト
ゥールビヨン・キャリッジを支えるバーは、面取りがすべて手作業で施され、この部品一つを仕上げるだけでも
11時間を要します。透明なケースバックからはコート・ド・ジュネーブの装飾が施されたムーブメントの姿が眺
められます。これらの伝統的な装飾とコントラストを成すのが、サンドブラスト加工で美しく仕上げられた22K
ゴールド製のペリフェラル・ローターです。
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トラディショナル・トゥールビヨン
	
どこまでもフェミニンな感覚に包まれたこのモデルでは、精妙な時計技術がエレガントなデザインと結びつい
ています。18K（5N）ピンクゴールドで作られた39	mmのクラシカルなケースは、ベゼルやケースバンド、ラグ
にセットされた208個のラウンドカット・ダイヤモンドで輝きを放ち、その魅力的なマザーオブパールのダイヤ
ルも、46個のラウンドカット・ダイヤモンドが王冠のように取り巻くトゥールビヨンの荘厳な姿を引き立てる虹
色の背景を成しています。このトゥールビヨンを飾る貴重な装飾はもちろん、「トラディショナル」コレクション
の美的デザインに受け継がれる、なくてはならない部分、すなわち段差のある超薄型のケースや、縦溝の模様
を刻むケースバックです。ダイヤルでは、レイルウェイのミニッツトラックや細身のドーフィン針、ピンクゴールド
のバトン型インデックスがそれにあたります。手首を魅力的に包むグレーのサテンストラップとダイヤモンドを
セットしたフォールディングクラスプも心地良い組み合わせです。また、2本目のストラップとしてグレーのアリ
ゲーターレザーも付属しています。
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トラディショナル・トゥールビヨン・ジュエリー
	
ここでは、機械式の高度なコンプリケーションであるトゥールビヨンがジュエリー製作のさまざまな妙技を通
じて披露されます。18Kホワイトゴールドで作られたこの高級ジュエリーウォッチでは、直径39	mmの段のあ
るエレガントなラウンド型ケースや細身のベゼル、縦溝の模様を刻むケースバック、ドーフィン型の針が回転
するダイヤルなど「トラディショナル」コレクションに受け継がれる伝統的な要素に新たな解釈が施され、これ
ら特徴的なデザインがダイヤモンドの目映い輝きに取って代えられています。「トラディショナル・トゥールビヨ
ン・ジュエリー」は、合計で6.5カラット以上に達する559個ものラウンドカットとバゲットカット・ダイヤモンド
で豪華に装飾され、回転の様子が見て楽しめる低振動トゥールビヨンの精巧な技術を引き立てています。荘
厳な姿に生まれ変わったこの時計は、ダイヤモンドをセットしたゴールドのフォールディングクラスプを組み合
わせたブルーのサテンストラップの目映い輝きで手首を包みます。「トラディショナル・トゥールビヨン・ジュエリ
ー」は、2本目のストラップとしてブルーのアリゲーターレザーも付属し、ヴァシュロン・コンスタンタンのブティ
ックのみで販売されます。
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概要
	
ヴァシュロン・コンスタンタンは、威厳を誇るコンプリケーションのトゥールビヨンが女性らしいエレガンスを放
つデザインを通じて初めて強調しました。新しい39	mmのケースに搭載された機械式時計の精巧な機構は、
かつてない装飾をまとって姿を現します。ラウンドカット・ダイヤモンドをセットして、マザーオブパールのダイヤ
ルを組み合わせた18Kピンクゴールドの「トラディショナル・トゥールビヨン」と、ケースとダイヤルの双方にラ
ウンドカットとバゲットカット・ダイヤモンドをセットした18Kホワイトゴールドの「トラディショナル・トゥールビ
ヨン」の2つで時を刻むのは、信頼性と高精度を誇り、手作業で施された高級時計の仕上げの技巧がアクセン
トを添える自社ムーブメントのキャリバー2160です。
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技術データ
トラディショナル・トゥールビヨン

リファレンス・ナンバー	 6035T/000R-B634
ジュネーブ・シール  	 取得
キャリバー・ナンバー 	 CAL.2160/1
          	 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
         	 ペリフェラル・ローター
ムーブメント・サイズ 	 直径31.00MM	×	厚さ5.65MM
パワーリザーブ 	 約80時間
振動数     	 2.5HZ（毎時1万8000回振動）
部品数     	 188
石数       	 30
表示      	 時、分、トゥールビヨン・キャリッジ上のスモールセコンドによる秒
ケース     	 18K（5N）ピンクゴールド
	 ケースとケースバンド、ラグ、ベゼルに208個のラウンドカット・ダイヤモンド
         	 リュウズにブリリアントカット・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 
ケース・サイズ  	 直径39.00MM	×	厚さ11.22MM
防水機能      	 3気圧（約30M）
文字盤       	 マザーオブパール
         	 18K（5N）ピンクゴールドのトゥールビヨンのサブダイヤルに46個のラウンドカット・ダイヤモンド
         	 18K（5N）ピンクゴールド製アプライド・インデックスと時針、分針
         	 トゥールビヨン・キャリッジの秒表示用のブラックのスクリュー
ストラップ						   	 グレーのサテン、カーフのライナー
          	 2本目の付属ストラップ：グレーのミシシッピ・アリゲーター
         	 レザー、手縫いサドルステッチ、スクエア・スケール
クラスプ      	 18K（5N）ピンクゴールド製フォールディングクラスプ、
         	 36個のラウンドカット・ダイヤモンド

ダイヤモンド合計：291個、3.57CT 
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技術データ
トラディショナル・トゥールビヨン・ジュエリー

リファレンス・ナンバー	 6025T/000G-B635
ジュネーブ・シール   	 取得
キャリバー・ナンバー  	 CAL.2160/1
          	 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
          	 ペリフェラル・ローター
ムーブメント・サイズ  	 直径31.00MM	×	厚さ5.65MM
パワーリザーブ   	 約80時間
振動数       	 2.5HZ（毎時1万8000回振動）
部品数       	 188
石数        	 30
表示        	 時、分、トゥールビヨン・キャリッジ上のスモールセコンドによる秒
ケース       	 18Kホワイトゴールド
	 ケースとケースバンド、ラグ、ベゼルに208個のラウンドカット・ダイヤモンド
          	 リュウズにブリリアントカット・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 
ケース・サイズ   	 直径39.00MM	×	厚さ11.22MM
防水機能     	 3気圧（約30M）
文字盤     	 18Kホワイトゴールド、43個のバゲットカットとラウンドカット・ダイヤモンド
	 18Kホワイトゴールドのトゥールビヨンのサブダイヤルに46個のラウンドカット・ダイヤモンド
	 18Kホワイトゴールド製アプライド・インデックスと時針、分針
        	 トゥールビヨン・キャリッジの秒表示用のブラックのスクリュー
ストラップ						  	 ブルーのサテン、カーフのライナー
        	 2本目の付属ストラップ：ブルーのミシシッピ・アリゲーター
        	 レザー、手縫いサドルステッチ、スクエア・スケール
クラスプ    	 18K（5N）ピンクゴールド製フォールディングクラスプ、
         	 36個のラウンドカット・ダイヤモンド

ヴァシュロン・コンスタンタンのブティックのみで販売
ダイヤモンド合計：559個、6.59CT
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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、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

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

