SIHH 2019新作

レ・キャビノティエ・ミニットリピーター・
パーペチュアルカレンダー

SIHH 2019新作
レ・キャビノティエ・ミニットリピーター・
パーペチュアルカレンダー

商品概要

–

伝説の歴史的ムーブメント
から考案された高級時計
ムーブメント

–

シンプルを極める
デザインと複雑な
時計機構との融合

–

技術データ

• レ・キャビノティエ部門専属の時計師が創る一点製作のユニークピース
• キャリバー1731QP：
「レ・キャビノティエ」
コレクション専用のグランド・コンプリケーション・
ムーブメントへの新たな取り組み
• ヴァシュロン・コンスタンタンのスタイルを受け継ぐエレガントで美しいデザイン
18世紀のジュネーブで最も経験豊かな時計職人たちは、
市街の建物の最上階に設けられた
「キャ
ビネット」
と呼ばれる、
自然光あふれる工房でその才能を発揮していました。顧客からの特別な注
文を受けて並外れた複雑時計を製作していた、
いわば錬金術師のような職人たちは
「キャビノティ
エ」
と異名を取るようになりました。技を極めたマスターウォッチメーカーの彼らは、豊富な科学
的知識を身につけながら、
当時の啓蒙主義が育んだ新思想に対しても好奇心を抱き、
それらを工
業的手法や手作業の専門技術に生かしていました。
最高峰の時計技術と美的デザイン、芸術的な職人芸の挑戦が見事に結びついたヴァシュロン・コン
スタンタンの1点製作モデルは、現在では、
その誉れ高い歴史を継承するレ・キャビノティエ部門で
創作され、
オートオルロジュリー（高級時計製造）
の最も要求の厳しい時計通を喜ばせています。
今までにないムーブメントを搭載する新たな
「レ・キャビノティエ・ミニットリピーター・パーペチュア
ルカレンダー」
も、
まさにそうした特別なアプローチを一歩進めたモデルです。
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–

伝説の歴史的ムーブメントから考案された高級時計
ムーブメント

–

ユニークピースとして作られた
「レ・キャビノティエ・ミニットリピーター・パーペチュアルカレン
ダー」
に搭載されているのは、
キャリバー1731がベースの1731 QPです。直径42mmのスリ
ムなゴールド製ケースに収められたこのムーブメントには、
ミニット・リピーターとパーペチュア
ルカレンダーという2つの複雑機能が組み合わされています。

商品概要
伝説の歴史的ムーブメント
から考案された高級時計
ムーブメント
シンプルを極める
デザインと複雑な
時計機構との融合

–

技術データ

複雑機構の最高峰に位置づけられるこれら2つを組み合わせて厚さわずか5.7mmの超薄型
ムーブメントに収納し、なおかつ正確な作動や信頼性、使いやすさなども同時に実現するの
は、
ヴァシュロン・コンスタンタンのウォッチメーカーにとって大きな挑戦でした。
この時計に関
するオリジナルの技術的快挙の中でもとりわけ重要なのは、
メゾンのレ・キャビノティエ部門が
開発したミニット・リピーターの装置で、
ゴングを叩くハンマーを調速するガバナーの動作音を
静めるのに役立つ完璧なサイレント・ストライク・ガバナーです。
この手巻きの機械式ムーブメントは438個の部品から成り、中には毛髪ほどの幅しかないも
のさえ含まれ、
これらを統合する高度な時計技術は
「錬金術」
にもたとえられます。振動数は
3Hz（毎時2万1600回）
で、約65時間のパワーリザーブが備わり、時、分、
パーペチュアルカレ
ンダー（曜日、
日付、
月、閏年）、
ムーンフェイズの各表示と、
ミニット・リピーター機能が備わり
ます。
ヴァシュロン・コンスタンタンは、創業以来一度も途切れずに続いてきた世界最古の時計マ
ニュファクチュールですが、
それはまた、途方もなく豊かな遺産を所有していることを意味しま
す。
メゾンの時計への挑戦は、
まさにこの過去の遺産を生かし、卓越した時計技術やデザイン
美学の探求の伝達に基づいて成り立っているのです。
したがって、
ヴァシュロン・コンスタンタン
が創作する新しい時計は、
どのようなモデルであれ、
メゾンの技術的および美的シグネチャー
が実際に体現されるかどうかを推測することから始まります。
今回の
「レ・キャビノティエ・ミニットリピーター・パーペチュアルカレンダー」
は、各時代を画し
てきた歴代の時計の系譜に連なる最新モデルです。
ヴァシュロン・コンスタンタンが1992年に
発表した
「リファレンス30020」
は、時・クォーター・分を打つミニット・リピーターとパーペチュ
アルカレンダーとを組み合わせた格別な複雑時計でした。
また2013年には、
ジャン・マルク・
ヴァシュロンを称え、彼の誕生年を名称に用いたキャリバー1731を発表しました。
この超薄
型の手巻きミニット・リピーター・ムーブメントは、
メゾンの歴史的ムーブメントから想を得て開
発されたものです。
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商品概要

シンプルを極めるデザインと複雑な時計機構との融合

伝説の歴史的ムーブメント
から考案された高級時計
ムーブメント

複雑機構を搭載する時計でありながら、
ヴァシュロン・コンスタンタンは、
この時計ならではの
シグネチャーが上品な味わいや落ち着いた表情、
その他のデザイン的な特質に宿るようにし
ました。直径42mmのホワイトゴールドもしくはピンクゴールドのケースは、
どこまでもシンプ
ルなラインに包まれ、
このモデルが複雑時計であることを示す唯一の特徴といえば、
ケースの
左側に配されたミニット・リピーターのスライドボタンです。
このボタンによって時刻を音で聴く
ことができるのです。

–

–

シンプルを極める
デザインと複雑な
時計機構との融合

–

技術データ

ポリッシュ仕上げが施されたゴールドのケースが放つ輝きが、
ミッドナイトブルーやブラウン
に彩られた文字盤を引き立てます。
日付、曜日、
月の各位表示は文字盤上方に置かれて非常に
見やすく、下方にはムーンフェイズ表示のためにたっぷりスペースが割かれています。
ゴールド
製の月は、控え目で美しい夜空を背景にした星々に囲まれ、
ポエティックなダンスを続けます。
文字盤の各種の表示をこのように配置することによって、
時計のフェイスに好ましいバランスと
気品が生まれ、
ブルーやブラウンの色合いがダイナミックでモダンな表情をもたらしています。
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商品概要

–

伝説の歴史的ムーブメント
から考案された高級時計
ムーブメント

–

技術データ
レ・キャビノティエ・ミニットリピーター・パーペチュアルカレンダー
リファレンス・ナンバー

6610C/000G-B511

キャリバー・ナンバー

1731 QP

シンプルを極める
デザインと複雑な
時計機構との融合

ジュネーブ・シール

技術データ

ムーブメント・サイズ

–

駆動方式

取得

ヴァシュロン・コンスタンタン自社開発・製造
機械式手巻き

直径32.80mm × 厚さ5.70mm

パワーリザーブ

約65時間

部品数

438

振動数
石数
表示

3Hz（毎時2万1600回振動）
36

時、分

パーペチュアルカレンダー（日付、曜日、月、閏年）
ムーンフェイズ

ミニット・リピーター

ケース

18Kホワイトゴールド

ケース・サイズ

直径42.00mm × 厚さ10.44mm

文字盤

ストラップ
クラスプ
付属ボックス
アクセサリー

サファイアクリスタルのシースルーケースバック
ブルーオパーリン

18Kホワイトゴールド製のアプライド・インデックスと針
18Kホワイトゴールド製のムーンディスクの月

ダーク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、
ラージ・スクエア・スケール

18Kホワイトゴールド製フォールディングクラスプ
ポリッシュ仕上げの半マルタ十字

マカッサル・エボニー（縞黒檀）製、ナブカ素材で内装した
ワインディング装置付きレ・キャビノティエ・ボックス
修正ペン

ユニークピース

時計裏面に
《Les Cabinotiers》、
《Pièce Unique》、
《AC》の文字を刻印
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商品概要

–

伝説の歴史的ムーブメント
から考案された高級時計
ムーブメント

–

技術データ
レ・キャビノティエ・ミニットリピーター・パーペチュアルカレンダー
リファレンス・ナンバー

6610C/000R-B510

キャリバー・ナンバー

1731 QP

シンプルを極める
デザインと複雑な
時計機構との融合

ジュネーブ・シール

技術データ

ムーブメント・サイズ

–

駆動方式

取得

ヴァシュロン・コンスタンタン自社開発・製造
機械式手巻き

直径32.80mm × 厚さ5.70mm

パワーリザーブ

約65時間

部品数

438

振動数
石数
表示

3Hz（毎時2万1600回振動）
36

時、分

パーペチュアルカレンダー（日付、曜日、月、閏年）
ムーンフェイズ

ミニット・リピーター

ケース

18K（5N）
ピンクゴールド

ケース・サイズ

直径42.00mm × 厚さ10.44mm

文字盤

ストラップ
クラスプ
付属ボックス
アクセサリー

サファイアクリスタルのシースルーケースバック
ブラウンオパーリン

18K（5N）
ピンクゴールド製のアプライド・インデックスと針
18K（5N）
ピンクゴールド製のムーンディスクの月

ダークブラウンのミシシッピ・アリゲーターレザー、
手縫いサドルステッチ、
ラージ・スクエア・スケール

18K（5N）
ピンクゴールド製フォールディングクラスプ
ポリッシュ仕上げの半マルタ十字

マカッサル・エボニー（縞黒檀）製、ナブカ素材で内装した
ワインディング装置付きレ・キャビノティエ・ボックス
修正ペン

ユニークピース

時計裏面に
《Les Cabinotiers》、
《Pièce Unique》、
《AC》の文字を刻印
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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
#VCSIHH
#SIHH2019

