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バーゼルワールド 2018
パテック フィリップ ジュネーブ

パテック フィリップ、ゴールデン・エリプス誕生 50 周年記念モデルを発表
伝説的なゴールデン・エリプスの誕生 50 周年を記念するため、パテック フィリップは、希少なハンドクラフ
トに捧げられたプラチナ・モデルと、これにマッチするカフリンクスのセット（100 個限定製作）を創作した。
マニュファクチュール パテック フィリップはまた、ローズゴールド・ケースにブラック文字盤を配した、ラー
ジ・サイズのゴールデン・エリプスのニューバージョンを現行コレクションに加えた。これらはシンプルで力
強く、根源的なゴールデン・エリプスのデザインに対する最高のオマージュといえるだろう。
ゴールデン・エリプスは、カラトラバ（1932 年）に次いでパテック フィリップの 2 番目に長い歴史を持つコ
レクションであるだけではない。マニュファクチュール パテック フィリップの最も伝説的なモデルのひとつで
もあり、50 年の長きにわたり、時々の流行を超越する象徴的なタイムピースとしての地位を堅持してきた。
1968 年に発表されると、ゴールデン・エリプスは大胆でハーモニー溢れるデザインで世界を驚嘆させた。それ
は、円と長方形を融合した楕円形のケースに神秘的な輝きを持つブルーの文字盤を配した大胆さであり、ギリ
シャ時代の数学者たちによって発見され、人類史上の最も偉大な建築物や芸術作品に用いられてきた《黄金分
割》
（1 : 1.6181 の比率）からインスピレーションを得た理想的なプロポーションのハーモニーであった。
1970 〜 1980 年代を通じ、ゴールデン・エリプスは空前の成功を収め、パテック フィリップのフラッグシッ
プ・モデルのひとつとなり、国際的な《シック》のシンボルとなった。1970 年代末、パテック フィリップはお
よそ 65 種類の多彩なバージョンのゴールデン・エリプスを現行コレクションに加えていた。一目でそれと分か
るフォルムはさまざまなサイズ、貴金属素材に具現化された。個性的なデザインは長方形、8 角形など、他のフ
ォルムにも応用され、ノーチラスのエリプス・バージョンさえ登場した。革バンド、あるいはメタル・ブレス
レット（三つ編み、チェーン、メッシュなど）を装着し、植字インデックスまたは数字を配した多彩なカラー
の文字盤がこのモデルのために創作された。さらに婦人用のジュエリー、およびハイジュエリー・モデルも提
供されたことはいうまでもない。
きわめてスリムなゴールデン・エリプスは、当初は手巻ムーブメントを採用していたが、1977 年、偏心マイ
クロローターを統合した著名な超薄型自動巻ムーブメント、キャリバー 240 を他のモデルに先駆けて搭載するこ
とになった。1993 年、パテック フィリップは、ケースと同じフォルムを二重に用いたピンバックルを婦人用ゴ
ールデン・エリプスの革バンドに採用した。2005 年、マニュファクチュール パテック フィリップは、3 種類の
ゴールド・バージョンの各々にきわめて個性的なカラーの文字盤（イエローゴールド・モデルにブルー・ソレ
イユ、ホワイトゴールド・モデルにアントラサイト・ソレイユ、ローズゴールド・モデルにチョコレートブラ
ウン・ソレイユ）を配した紳士用ゴールデン・エリプス 3738/100 モデルを発表した。さらに 2008 年、ゴールデ
ン・エリプス誕生 40 周年を記念し、初のプラチナ・ケースにブルー・ソレイユ文字盤を配した 5738P-001 モデル
《ジャンボ》
（34.5 x 39.5 mm）がコレクションに加えられた。50 周年を迎えた今年、伝説的なゴールデン・エリ
プス・コレクションは 2 つの特筆すべきニューバージョンを迎える。
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希少なハンドクラフトに捧げる時を超越したエレガンス
限定製作のゴールデン・エリプス 5738/50P-001 モデル
ジュネーブの偉大な伝統を受け継ぐパテック フィリップは、彫金や七宝など、4 世紀以上にわたり時計の装飾
に用いられてきたすべての希少なハンドクラフト技術の保護育成に努めている。ゴールデン・エリプスの誕生
50 周年を記念するため、マニュファクチュール パテック フィリップは、この 2 つの工芸技術に捧げられた 100
個限定製作のタイムピースを創作した。
5738/50P-001 モデルの 18 金ホワイトゴールドの文字盤プレートは、黒七宝の地に、手彫金による渦巻模様、
および中央にはパテック フィリップのエンブレム、カラトラバ十字を思わせるモチーフが刻まれている。この
洗練された装飾は、熟練した彫金家による長時間にわたる作業の賜物であり、ゴールデン・エリプスのオリジ
ナルで大胆なフォルムと完璧にマッチし、ギリシャ時代の数学者たちによって発見され、人類史上の最も偉大
な建築物や芸術作品に用いられてきた理想的なプロポーション、《黄金分割》を際立たせている。サテン仕上げ
ホワイトゴールドのスリムな《シュヴー（毛髪）》型時、分針がリズムを与えている。ソリッド・ケースバック
には《ELLIPSE D OR 1968-2018》の記念刻印が入っている。リュウズには、文字盤の黒七宝にマッチするカボ
ションカットのブラック・オニキスがセッティングされている。またパテック フィリップのすべてのプラチ
ナ・モデル同様、6 時位置のケース側面に小さなダイヤモンドがセッティングされている。
この芸術的な文字盤の下では、超薄型自動巻ムーブメント、キャリバー 240 が時を刻んでおり、その驚異的な
薄さが、このモデルにきわめてスリムなプロフィールを与えている。ラージ・スクエアのハンドステッチ・ア
リゲーター・バンド（カラーはブリリアント・ブラック）、およびケースと同じフォルムのピンバックルが、こ
のタイムピースの時を超越したエレガンスをさらに強調している。
プレゼンテーション・ボックスに収められた限定製作の 5738/50P-001 モデルは、エクスクルーシブなゴール
デン・エリプスのデザインを踏襲し、黒七宝の地に、手彫金による渦巻模様と中央のカラトラバ十字を彫刻し
たホワイトゴールドのカフリンクスが付属している。

ブラック文字盤を備えたラージ・サイズのローズゴールド・バージョン
ゴールデン・エリプス 5738R-001 モデル
ゴールデン・エリプス誕生 40 周年を記念して 2008 年、ラージ・サイズのプラチナ・モデルがコレクションに
加えられた。誕生 50 周年に当る今年、パテック フィリップはこの象徴的なデザインによる新しいローズゴール
ドのラージ・サイズ・バージョン（34.5 x 39.5 mm）を発表する。新しい 5738R-001 モデルは、ローズゴールド
の温かみあるニュアンスにエボニー・ブラック・ソレイユの文字盤を組み合わせ、ローズゴールドの植字イン
デックスと、やはりローズゴールドのスリムな《シュヴー（毛髪）》型時、分針を配している。すべての愛好家、
コレクターを魅了するイブニングのためのアクセサリーといえるだろう。リュウズにセッティングされたカボ
ションカットのブラック・オニキスがハーモニーをさらに完璧なものにしている。
このピュアでハーモニー溢れる外装の下では、超薄型自動巻ムーブメント、キャリバー 240 が時を刻んでい
る。22 金偏心マイクロローターが受け（ブリッジ）に完全に統合されたことによる、ムーブメントの驚異的な
薄さが、きわめてスリムなプロフィール（5.9 mm）と、時を超越したエレガンスを実現している。伝統を尊重
し、ケースバックはローズゴールドのソリッド・ケースバックとなっている。
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タイムピースのエレガンスと気品は、ラージ・スクエアのハンドステッチ・アリゲーター・バンド（カラー
はブリリアント・ブラック）、およびケースの特徴あるフォルムを再現するローズゴールドのピンバックルによ
ってさらに強調されている。すべてのゴールデン・エリプス・モデル同様、バンドの取り付け部はケース本体
に隠されており、誕生から 50 年を迎えた著名な楕円形のフォルムを遮ることがない。
自らの好みによってアクセサリーを選択する紳士のため、パテック フィリップは、時計とマッチする、フレ
ームがローズゴールド、センターがエボニー・ブラック・ソレイユのカフリンクスもラインナップしている。
新しいローズゴールドの 5738R-001 モデルは、プラチナ仕様、ブルー文字盤の現行のバージョンに追加され
る。一方、ひとまわり小さいイエロー、ホワイトまたはローズゴールド仕様の 3738/100 モデルは終了となる。

《報道資料》ページ 4

技術仕様
100 個限定製作のゴールデン・エリプス 5738/50P-001 モデルとマッチするカフリンクス
ムーブメント：

キャリバー 240 超薄型自動巻ムーブメント

直 径：
厚 さ：
部品総数：
石 数：
連続駆動可能時間：
巻上げローター：
振動数：
テンプ：
髭ぜんまい：
髭持ち：

27.5 mm
2.53 mm
161 個
27 石
最小 48 時間
単方向巻上げ式 22 金偏心マイクロローター
21,600 振動（片道）/ 時（3 Hz）
Gyromax®
Spiromax®（Silinvar® 製）
可動式

セッティング機能：

リュウズの 2 位置：
・押し込んだ位置： ぜんまいの巻き上げ
・引き出した位置： 時刻合わせ

表

示：

時針・分針

刻

印：

パテック フィリップ・シール

外

装

ケース：

プラチナ 950 仕様、《ELLIPSE D’OR 1968-2018》の刻印入りケースバック
非防水（湿気・埃にのみ対処）

寸

34.5 x 39.5 mm
幅 ： 38.35 mm （9 時〜 3 時、リュウズを含む）
長さ： 39.5 mm （ラグ〜ラグ）
厚さ： 6.58 mm
ラグ間隔：15 mm

法：

文字盤：

18 金ホワイトゴールド、手彫金による渦巻模様と黒七宝装飾
サテン仕上げ 18 金ホワイトゴールドの《シュヴー（毛髪）》型時・分針

革バンド：

ラージ・スクエアのハンドステッチ・アリゲーター・バンド、ブリリアント・ブラック
プラチナのピンバックル

カフリンクス：

ホワイトゴールド、手彫金による渦巻模様と黒七宝装飾
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技術仕様
ゴールデン・エリプス 5738R-001 モデル
ムーブメント：

キャリバー 240 超薄型自動巻ムーブメント

直 径：
厚 さ：
部品総数：
石 数：
連続駆動可能時間：
巻上げローター：
振動数：
テンプ：
髭ぜんまい：
髭持ち：

27.5 mm
2.53 mm
161 個
27 石
最小 48 時間
単方向巻上げ式 22 金偏心マイクロローター
21,600 振動（片道）/ 時（3 Hz）
Gyromax®
Spiromax®（Silinvar® 製）
可動式

セッティング機能：

リュウズの 2 位置：
・押し込んだ位置： ぜんまいの巻き上げ
・引き出した位置： 時刻合わせ

表

示：

時針・分針

刻

印：

パテック フィリップ・シール

外

装

ケース：

18 金ローズゴールド（5N）仕様、
18 金ローズゴールド（5N）のソリッド・ケースバック

寸

34.5 x 39.5 mm
幅 ： 38.35 mm （9 時〜 3 時、リュウズを含む）
長さ： 39.5 mm （ラグ〜ラグ）
厚さ： 5.9 mm
ラグ間隔：21 mm

法：

文字盤：

18 金ローズゴールド（5N）、エボニー・ブラック・ソレイユ
18 金ローズゴールド（5N）の長方形植字インデックス
18 金ローズゴールド（5N）の《シュヴー（毛髪）》型時・分針

革バンド：

ラージ・スクエアのハンドステッチ・アリゲーター・バンド、ブリリアント・ブラック
18 金ローズゴールド（5N）のピンバックル

