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紹介内容
–
エジェリー・オートマティ
ック
–
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–
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ダイヤモンドパヴェ
–
概要
–
技術データ

• 女性に向けた新しいコレクション

• オートオルロジュリーとオートクチュールが出会い、二つの世界をクラフトマンシップ、精密さ、卓
越した技、美しいデザインで多様に表現
• プリーツの効果が繊細な布地の質感を思わせ、タペストリーの手法に生彩をもたらす

• オフセンター・デザインによって引き立つダイアル表示、
リュウズ、複雑機構、メゾンの歴史に根差
すデザインコード

• ピンクゴールド、ホワイトゴールド、ステンレススティール製ケース、ダイヤモンドのセッティン
グ、35 mm、37 mm、30mmの3サイズを展開
• 時計の表情を変えられ、使い勝手を向上させる賢明なインターチェンジャブル・ストラップ方式

クラフトマンシップ、
ノウハウ、希少性に情熱や独創性、細部へのこだわりが横溢する2つの独特な
分野があります。
オートオルロジュリーとオートクチュールがまさにそれに当たります。
同じ使命を
共有するどちらの分野も、舞台裏で活躍する職人たちによって、常に改革が成し遂げられてきまし
た。両分野の専門技術を結び付けて誕生したのが「エジェリー」
です。
オートクチュールは、
ヴァシ
ュロン・コンスタンタンのヘリテージとして忠実に受け継がれる美しいアシメトリー・デザインと微
妙にバランスを保ちながら、
洗練されたスタイルを生み出しました。
二つの分野の発想が取り込ま
れた
「エジェリー」
コレクションは、
ヴァシュロン・コンスタンタンにふさわしい女性らしい時計のフ
ェイスを織り上げました。
布の“ドレープ”のように見えるクラシカルな表情に現代女性らしい遊び
心もさりげなく盛り込まれたこの時計は、
想像をかきたて、
独自のカリスマ的な個性を発揮します。
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平坦と微妙に起伏した部分が交錯し、
テクスチャーと織り交ぜた形が繊細な表情を生み、
布地のよ
うなプリーツ効果や流れるようなラインによる唯一無二のアシメトリーは、
まさに
「エジェリー」
なら
ではの秀逸な美しいデザインです。
この時計に用いられる
「エジェリー」
というフェミニンな名称は、
ローマ神話にしばしば登場する有名な妖精
「エゲリア」
に始まり、
アーティストやデザイナー、
そのほ
かクリエイティブな才人に発想をもたらす現代のミューズに至る、
さまざまな女性から着想しまし
た。女性らしい感覚が絶妙に行き渡る、新しいヴァシュロン・コンスタンタンのコレクションは、
その
洗練されたスタイルをオートクチュールの世界から得ています。
ダイヤルは、
プリーツのパターンが
特徴になり、
ダイヤモンドの“光輪”は細い組み紐を思わせ、女性的なケースのシェイプを引き立て
ています。
そして何よりディテールの隅々に洗練された感覚が宿り、
レースのように優美に波を描く
18Kゴールドのアラビア数字によって区切られた幾何学的なハーモニーによく表れています。
「エジェリー」
はまた、
ヴァシュロン・コンスタンタンが大切にしてきたデザイン・コードを現代的に
解釈した時計でもあります。
それは、19世紀初頭から取り入れてきたオフセンター表示をモダンに
仕立てたデザインの2つの交錯するサークルによく表れています。
まさにこれが
「エジェリー」
の個性
を語るシグネチャーになっています。
日付表示またはムーンフェイズ表示と、1時と2時の間に大胆
に置かれたリュウズは、
ヴァシュロン・コンスタンタンのロゴと微妙な対角線を成して配置されてい
ます。
モデルによりリュウズがカボションカットのムーンストーンまたはローズカット・ダイヤモンドで
装飾されています。
その自由な創作は、
あらゆるものを一変させる大胆な精神に支えられています。
遊び心を発揮した
「エジェリー」
は強烈な個性を主張します。
またエレガントなこの時計は、
現代のラ
イフスタイルにしっかり溶け込み、
日常のパートナーや、最も大切なイブニングの親密なパートナー
を演じる時計です。
2020年3月1日より、
ヴァシュロン・コンスタンタンのブティックならびに正規取扱店舗にてご購
入いただけます。
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エジェリー・オートマティック
デイタイムからイブニングまで、
あらゆるシーンに使えるこのモデルは、
自動巻きで、18K（5N）
ゴー
ルドまたはステンレススティールで展開し、
今の時代感覚を捉えています。
滑らかな丸みを帯びた35 mmケースは、
ケースに乗るベゼルに58個のダイヤモンドがあしらわれ
ています。
ケースとラグが一体になって伸びるラインを区切るのは、
カボションカットのムーンストー
ンをセットした1時と2時の間のリュウズとなり、
ムーンストーンのソフトな色合いも全体の美しいデ
ザインに完全に溶け込んでいます。
ダイヤルは、
オートクチュールの世界から想を得た繊細なシルバ
ーオパーリン仕上げの芸術作品を披露する恰好の舞台を演じています。
いくつもの同心円で構成さ
れたダイヤルの中心部と外縁部はプリーツ模様で装飾されています。数か月のテストを経て開発さ
れたこの装飾は、
ヴァシュロン・コンスタンタンの自社内に設けられたギヨシェ彫りの工房で、歴史
的な“タペストリー”技法を利用して作り出されました。
職人は1904年製のパントグラフ型の機械を
用い、
長時間に及ぶ極めて繊細な操作によって、
大きな原画をミニチュア化してダイヤルの上に再現
します。
職人自身が定期的に研いだビュランの刃先を熟達の技で巧みに動かして、
「エジェリー」
のダ
イヤルに“ドレープ”効果をもたらす模様を生み出します。
このコレクションのために書体が特別にデ
ザインされた数字は繊細な刺繍のように見え、
リーフ型の時針と分針も、
オートクチュールのアトリ
エにおける作業で器用に指を動かす手が用いる細い針を思わせます。
ダイヤモンドに縁どられたサ
ークルに表示される日付は、
ヴァシュロン・コンスタンタンのオフセンター表示の伝統に則してダイ
ヤルの1時30分位置に置かれ、
「エジェリー」
のシグネチャーを演じています。
この時計の大胆な行動とも言えるエスコート役は、18K（5N）
ピンクゴールド・モデルに付属する3
本の付け替え可能なレザーストラップです。
ステンレススティール・モデルの場合は、
この上なく流麗
なラインと快適な着け心地をもたらすようにデザインされた、
ポリッシュ仕上げのメタル・ブレスレッ
トが組み合わされています。細身で上品なストラップやブレスレットは、第二の肌であるかのように
驚くほど軽快な着け心地で、
着けていることを忘れてしまいそうなほどです。
「エジェリー」
の中で時を刻むのはキャリバー1088です。
この自社ムーブメントは、
自動巻きで現代
のライフスタイルに完全に対応する40時間のパワーリザーブを時計にもたらします。
そしてケース
バックからは、
ムーブメントに施されたオートオルロジュリーの仕上げ、
すなわち手作業によるコー
ト・ド・ジュネーブやマルタ十字の形から想を得たオープンワークによる22Kゴールド製ローターな
どを鑑賞できます。
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エジェリー・ムーンフェイズ
18K
（5N）
ピンクゴールドもしくはステンレススティールの37 mmケースを用い、
ベゼルにダ
イヤモンドをセットした
「エジェリー・ムーンフェイズ」
の各モデルには、
そのまさに中心に星
が輝く夜空があります。天体にまつわるこの複雑機構は、
まったく予想もしない場所に出現
して、見る者を驚かせます。36個のダイヤモンドが輝きを添えるオフセンターのサークルは、
夢のような時間を表示し、
マザーオブパールを組み合わせて繊細に作り上げた雲を背景にし
て、18Kゴールド製の月が星空に姿を現します。
さらにこのモデルの魅力を高めるのは、
シル
バーオパーリン仕上げのダイヤルや、数か月のテストを経て開発され、古い“タペストリー”技
法を利用して作り出されたプリーツ模様です。1904年製の機械を用いパントグラフの原理
で実践されるこの繊細な作業によって、大きなサイズで描いた元のモチーフをミニチュア化し
た彫金模様として再現することができます。
この複雑で細心の注意を要する作業には、
ヴァシ
ュロン・コンスタンタンのギヨシェ彫り部門の職人にとっては最も器用な技が求められます。
「エジェリー・ムーンフェイズ」
には、58個のダイヤモンドをあしらったステンレススティール・
モデルもあり、
メタル・ブレスレットとの組み合わせによって現代的でダイナミックな個性を
「
エジェリー」
にもたらしています。
また、
そのリュウズを飾るのは、穏やかで心を静めるとされる
象徴的な宝石のムーンストーンです。細身で上品なストラップやブレスレットは、第二の肌で
あるかのような手首にフィットし、着けていることを忘れてしまいそうなほどです。
「エジェリ
ー・ムーンフェイズ」
に一段とシックで洗練されたルックスを演出するのは、18K（5N）
ピンク
ゴールドのモデルです。
このモデルも同様に、
ベゼルに配した58個のダイヤモンドがフェイス
を取り巻き、
リュウズにはカボションカットのムーンストーンがセットされています。
さらに、付
属する3本の付け替え可能なインターチェンジャブル・レザーストラップによって着用者は思
いのままに時計の表情を変えて楽しむことが可能になり、
このエレガントな時計の用途が広
がります。
このモデルに搭載されている自社製の自動巻きキャリバー1088 Lは、40時間のパワーリザ
ーブが備わり、現代のライフスタイルの要請に応える使い勝手の良いムーブメントです。
そし
てケースバックからは、
ムーブメントに施されたオートオルロジュリーの仕上げ、
すなわち手作
業によるコート・ド・ジュネーブやマルタ十字の形から想を得たオープンワークによる22Kゴ
ールド製ローターなどを鑑賞できます。
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エジェリー・ムーンフェイズ・ダイヤモンドパヴェ
夜の帳が下りると、
「エジェリー・ムーンフェイズ・ダイヤモンドパヴェ」
は、驚くほど美しいイブ
ニングをまとって真っ先に踊りだします。18Kホワイトゴールドによる直径37 mmのケース
は292個のダイヤモンドで目映く装飾され、
ダイヤルに510個のダイヤモンドが同心円のライ
ンを描いて降り注ぐ様は、貴重な刺繍を思わせます。
そのオートクチュールの外観は、
マニュ
ファクチュールのジェムセッターによる熟練の技を見事に語っています。
ダイヤモンドに縁取られ、視線を引くホワイトゴールドの星は、半透明なサファイアクリスタル
の真下に置かれた月へと導き、
当然ながら目を奪います。
そしてリュウズは、
ローズカット・ダイ
ヤモンドで飾られています。
このようなきらびやかな演出を施した時計が2本の付け替え可能
なブルーのインターチェンジャブル・ストラップによって手首を包みます。1本はレザー、
もう1
本はサテン、
いずれも宝石をセットしたクラスプが付属します。
「エジェリー・ムーンフェイズ・ダイヤモンドパヴェ」
で時を刻むのは、
自社製の自動巻きでム
ーンフェイズ表示と、忘れられない時にもふさわしい40時間という余裕のパワーリザーブが
備わるムーブメント、
キャリバー1088 Lです。
そしてケースバックからは、
ムーブメントに施
されたオートオルロジュリーの仕上げ、
すなわち手作業によるコート・ド・ジュネーブやマルタ
十字の形から想を得たオープンワークによる22Kゴールド製ローターなどを鑑賞できます。
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概要
オートクチュールの手仕事を思わせるプリーツのモチーフ、
繊細なレースのような18Kゴール
ドによる波型の数字、貴重な刺繍を想起させるダイヤモンド、
ヴァシュロン・コンスタンタンの
ヘリテージから想を得たオフセンター・デザイン････
「美しい時計づくり」
がオートクチュール
との魅力あふれる対話に取り組みます。新しい女性用のコレクション
「エジェリー」
は、大胆な
タッチでファッションを演出するエレガントな女性への賛歌です。
サークルの中のサークルや、
意図的なアシメトリーが時計の個性を演じ、
その多様なフェイスを通じて今という時代のム
ードを映し出し、
オートオルロジュリーの仕上げが施された自動巻きムーブメントが時計の信
頼性を支えます。
「エジェリー」
は、
「オートマティック」
「ムーンフェイズ」
、
「ムーンフェイズ・ダ
、
イヤモンドパヴェ」
の3モデルを展開し、18Kピンクゴールド、18Kホワイトゴールド、
ステンレ
ススティールのケースがあり、
ダイヤモンドをセットしたタイプも揃え、本質的に広い用途に
対応する多芸な時計です。
ステンレススティール・モデルのメタル・ブレスレットやゴールド・モ
デルに用いられる付け替え可能なインターチェンジャブル・ストラップは、“第二の肌”のよう
な着け心地が魅力を放ち、
バラエティを楽しむことができます。2020年3月1日より、
ヴァシュ
ロン・コンスタンタンのブティックならびに正規取扱店舗にてご購入いただけます。
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技術データ
エジェリー・オートマティック
リファレンス・ナンバー

4605F/000R-B496
4605F/110A-B495

キャリバー・ナンバー　　CAL. 1088
　　　　　　　　　
ヴァシュロン・コンスタンタン自社製
駆動方式　　　

機械式自動巻き

ムーブメント・サイズ

直径20.8 MM × 厚さ3.8MM

パワーリザーブ　　　 約40時間
振動数　　　　　　

4HZ（毎時2 万8800回振動）

部品数　　　　　

144

石数　　　　　　

26

表示　　　　　

時、分、センターセコンドによる秒
日付

ケース　　　　
　　　　　　　
　　　　　
　　　　　　

4605F/000R-B496：18K（5N）
ピンクゴールド
4605F/110A-B495：ステンレススティール
ベゼルに58個のラウンドカット・ダイヤモンド
（約0.88CT）
リュウズにムーンストーン
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35.00MM × 厚さ9.32MM

防水機能　　　　

3気圧（約30M）

文字盤　　　
　　　　　　　
　　　　　　

シルバーオパーリン、
タペストリー技法による“プリーツ”模様
18K（5N）
ピンクゴールド／18Kホワイトゴールドの
リングに34個のラウンドカット・ダイヤモンド
（約0.09CT）
サークルを成す“パール”状の分目盛り
18K（5N）
ピンクゴールド／18Kホワイトゴールド製の
アプライドによるアラビア数字とインデックス

ストラップとクラスプ　　4605F/000R-B496：自分で付け替え可能な3本のミシシッピ・
　　　　　　　
アリゲーターレザー（セミマット仕上げのラズベリーピンクと
　　　　　　　　　
ナイトブルー、サテン調のキャンディチェストナット）
　　　　　　　
各ストラップに18K（5N）
ピンクゴールド製クラスプ
　　　　　　　　
4605F/110A-B495：ステンレススティール・ブレスレット、
　　　　　　
プッシュボタン付き3つ折りフォールディングクラスプ
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技術データ
エジェリー・ムーンフェイズ
リファレンス・ナンバー 8005F/000R-B498
　　　　　　　　　　 8005F/120A-B497
キャリバー・ナンバー　　CAL. 1088 L
　　　　　　　　　　 ヴァシュロン・コンスタンタン自社製
駆動方式

機械式自動巻き

ムーブメント・サイズ

直径30 MM × 厚さ5MM

パワーリザーブ　　　 約40時間
振動数　　　　　　　 4HZ（毎時2 万8800回振動）
部品数　　　　　　

164

石数　　　　　　　　 26
表示　　　　　　　

時、分、センターセコンドによる秒
ムーンフェイズ

ケース　　　　　　
　　　　　　　　
　　　　　　　　
　　　　　　　　

8005F/000R-B498：18K（5N）
ピンクゴールド
8005F/120A-B497：ステンレススティール
ベゼルに58個のラウンドカット・ダイヤモンド
（約1.00CT）
リュウズにムーンストーン
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37.00MM × 厚さ10.08MM

防水機能　　　　　

3気圧（約30M）

文字盤　　　　　　
　　　　　　　　　
　　　　　　　　　

シルバーオパーリン、
タペストリー技法による“プリーツ”模様
18K（5N）
ピンクゴールド／18Kホワイトゴールドの
リングに36個のラウンドカット・ダイヤモンド
（約0.10CT）
サークルを成す“パール”状の分目盛り
マザーオブパールの雲の真下に18Kゴールド製の月
18K（5N）
ピンクゴールド／18Kホワイトゴールド製の
アプライドによるアラビア数字

ストラップとクラスプ　　8005F/000R-B498：自分で付け替え可能な3本のミシシッピ・
　　　　　　　　
アリゲーターレザー（ナイトブルー、サテン調のキャンディ　　　　
　　　　　　　　　
チェストナット、セミマット仕上げのラズベリーピンク）
　　　　　　　　　
各ストラップに18K（5N）
ピンクゴールド製クラスプ
　　　　　　　　
8005F/120A-B497：ステンレススティール・ブレスレット、
　　　　　　　
プッシュボタン付き3つ折りフォールディングクラスプ
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エジェリー

ヴァシュロン・コンスタンタンの新たなミューズ
「“オート”マニュファクチュール」
の世界へ

紹介内容
–
エジェリー・オートマティ
ック
–
エジェリー・ムーンフェイズ
–
エジェリー・ムーンフェイズ・
ダイヤモンドパヴェ
–
概要
–
技術データ

技術データ
エジェリー・ムーンフェイズ・ダイヤモンドパヴェ
リファレンス・ナンバー

8006F/000G-B499

キャリバー・ナンバー
CAL. 1088 L
　　　　　　　　　　 ヴァシュロン・コンスタンタン自社製
駆動方式　　　　　

機械式自動巻き

ムーブメント・サイズ

直径30 MM × 厚さ5MM

パワーリザーブ　　　 約40時間
振動数　　　　　　

4HZ（毎時2 万8800回振動）

部品数　　　　　　

164

石数　　　　　　　

26

表示　　　　　　

時、分、センターセコンドによる秒
ムーンフェイズ

ケース　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　　

18Kホワイトゴールド
292個のラウンドカット・ダイヤモンド
（約3.00CT）
リュウズにローズカット・ダイヤモンド
（約0.17CT）
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37.00MM × 厚さ10.53MM

防水機能　　　

3気圧（約30M）

文字盤 　　
18Kホワイトゴールド、510個のラウンドカット・ダイヤモンド
（約1.85CT）
　　　　　　　　　　　半透明なサファイアクリスタルの雲の真下にマザーオブパールの月
　　　　　　　　　　　18Kホワイトゴールド製のアプライドによるアラビア数字
ストラップ
　　　　　　　　　
　　
クラスプ　　　　　

サテン調に仕上げたナイトブルーのミシシッピ・アリゲーター
2本目のストラップ：ブルーのサテン　　
18Kホワイトゴールド製クラスプ（2本のストラップに直接装着）、
各クラスプに21個ラウンドカット・ダイヤモンド
（約0.21CT）
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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」、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

