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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、高度なコンプリケーション機能を搭載した
カジュアル・エレガンスを代表するノーチラスとアクアノートのニューモデルを発表

パテック フィリップは、ノーチラス・コレクション初の永久カレンダー・モデル、およびアクアノート・コ
レクション初のクロノグラフ・モデルを発表し、カジュアル・エレガンスを体現した2つのコレクションの魅力
をさらに揺るぎないものにした。さらに安全性を高めた、特許取得の新しい折り畳み式バックルもこの機会に

発表した。

パテック フィリップは、ノーチラスとアクアノートという象徴的な2つのコレクションを創作し、カジュア
ル・エレガンスの分野において確固たる地位を築いた。1976年に発表されたノーチラスは、丸みを帯びた8角形
のベゼルと、舷窓からインスピレーションを得たケースの構造という、これまでにないデザインにより時代を

画した。ノーチラス・コレクションは、すでに自動巻フライバック・クロノグラフ、トラベルタイム、特許取

得の年次カレンダーなどを搭載した紳士用、婦人用の多数のモデルを擁している。一方コンテンポラリーなカ

ジュアル・シックを代表するアクアノートは1997年に誕生した。紳士用アクアノート、およびベゼルにダイヤ
モンドをセッティングした婦人用アクアノート・ルーチェからなる、このコレクションの若々しく、現代的で

独自性溢れるスタイルは、圧倒的な支持を集めている。アクアノート・コレクションの中にも、きわめて容易

な操作と最高の視認性により第2タイムゾーンを表示できるエクスクルーシブなコンプリケーション機能、トラ
ベルタイムを搭載したモデルがある。

ノーチラス・コレクション初のグランド・コンプリケーション・モデル
永久カレンダーを搭載したノーチラス5740/1G-001モデル

マニュファクチュール パテック フィリップは、ノーチラス・コレクションに初めて、同社の偉大な伝統のひ
とつである永久カレンダーという、グランド・コンプリケーションを搭載したモデルを加える。スポーティと

技術性、強靭さと高度な時計製作技術が融合された新しい5740/1G-001モデルは、控え目なエレガンスに輝く
18金ホワイトゴールド・ケースに、閏年の2月29日を含め、すべての月の末日を自動的に判断する有用な永久
カレンダーを搭載している。

22金偏心マイクロローターを統合した超薄型の自動巻永久カレンダー・ムーブメント、著名なキャリバー 240 
Qにより、6気圧防水のケースは、パテック フィリップ現行コレクションの永久カレンダー・モデルの中では最
も薄い、総厚8.42 mmという驚異的な記録を実現している。縁に面取りとポリッシュ仕上げを施した受け（ブ
リッジ）、カラトラバ十字で装飾された自動巻ローターなど、ムーブメントの精緻な仕上がりが、サファイヤク

リスタル・バックを通して鑑賞できる。

伝説的なデザインのベゼルには、表面の縦サテン仕上げと面取りを施した縁のポリッシュ仕上げが美しいコ

ントラストを与えている。文字盤は、紳士用ノーチラス・コレクションの特徴をなす水平のエンボス模様が施
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されている。文字盤カラーは、2016年に発表されたノーチラス誕生40周年記念モデルに用いられていたのと同
様のブルー・ソレイユである。そこには、舷窓からインスピレーションを得たケース形状、およびノーチラス

というコレクションの名称と共に、海に対する思い入れが込められている。夜光付の大型時・分針、およびホ

ワイトゴールドの植字インデックスが、昼夜を問わず、あらゆる条件の下で最高の視認性を実現している。永

久カレンダーの3つのサブダイヤル（9時位置の曜日と24時間表示、3時位置の月と閏年表示、6時位置の日付と
ムーンフェイズ表示）は、丸みを帯びた8角形の文字盤上に、ハーモニー豊かで見やすい位置を占めている。ま
たカレンダーの最も重要な要素である日付表示サブダイヤルは、他の2つよりもひとまわり大きくデザインされ
ている。24時間表示が永久カレンダーの調整を容易にし、ムーンフェイズ表示は122年間に1日の誤差という驚
異的な精度を誇る。

永久カレンダーの調整ボタンの位置は、巧妙な伝達機構の採用により、ノーチラスのケース構造に対応して

変更されている（9時位置の曜日調整ボタン、11～12時位置の日付調整ボタン、12～1時位置の月調整ボタン、
6時位置のムーンフェイズ調整ボタン）。

時計に統合されたホワイトゴールドのブレスレットは、ケースとベゼルのスタイルに合わせ、中央リンクの

ポリッシュ仕上げと両側リンクのサテン仕上げを組み合わせている。快適な装着感をさらに増しているのが、

パテック フィリップ独自の、独立した4つの止め金を備えた特許取得のまったく新しい折り畳み式バックルで
ある。この機構は開閉の際の安全性を高め、着用中、不用意に2つのうちひとつのセグメントが開くことを防止
している。

アクアノート・コレクション最初のクロノグラフ・モデル
アクアノート・クロノグラフ5968A-001モデル

コンテンポラリーなカジュアル・シック、アクアノート・コレクションに初めて、若々しくダイナミックな

スピリットにふさわしいクロノグラフ・モデルが加わった。パテック フィリップが活動的な毎日を過ごす人々
のために創作した5968A-001モデルは、伝統と革新を完璧に融合した自動巻フライバック・クロノグラフ・ムー
ブメント、キャリバー CH 28-520 Cを搭載している。クラシックなコラムホイール制御と共に採用されている革
新的なディスクによる垂直クラッチは、クロノグラフ秒針の飛びやバックラッシュが起らず、きわめて高い信

頼性を保証している。垂直クラッチはほとんど摩擦なく作動するため、クロノグラフ秒針を常時回転させてセ

ンターセコンドのように用いることができ、スモールセコンドのためのサブダイヤルを不要とした。またフラ

イバック機構は、クロノグラフ計測中に4時位置のプッシュボタンを押すことにより、ストップ、ゼロ復帰させ
る操作なしに新たな計測をスタートさせることのできる機能である。クロノグラフ秒針をセンターセコンドと

して用いる場合も、同じ操作を行えば、通常の時計の《ストップセコンド》同様、秒針を時報に正確に合わせ

ることができる。

ステンレススチール仕様の新しい5968A-001モデルは、完璧なハーモニーによってエクスクルーシブなアクア
ノートにクロノグラフを統合した、斬新なデザインでも群を抜いている。6時位置の60分計は、ベゼルの丸みを
帯びた8角形のフォルムを思わせる。縦長のプッシュボタンは、ねじ込み式リュウズを保護するプロテクターの
上下に完璧な均衡で配置されている。またオレンジ色のクロノグラフ表示（センターセコンド ・クロノグラフ
秒針、60分計、外周のシュマン・ド・フェール型¼秒スケール）が、アクアノート独特のエンボス・モチーフ
を配した文字盤のブラックと絶妙なコントラストをなしている。夜光付のゴールド植字アラビア数字、および
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大型サイズの夜光付バトン型指針が、さらに高い視認性を保証している。

堅牢なケースは、ねじ込み式リュウズにより12気圧の防水性能を実現している。表面にポリッシュ仕上げ、
側面にサテン仕上げを施したケース本体は、表面の縦サテン仕上げと面取りを施した縁のポリッシュ仕上げが

美しいベゼルとコントラストをなしている。

文字盤と同じエンボス・モチーフが施されたコンポジット素材によるバンドは、比類のない快適な装着感と

引っ張り、磨耗、海水、紫外線に対する強度で卓越している。ニューモデルは、ブラック・コンポジット・バ

ンドを装着し、文字盤のデザインに呼応する、大胆なオレンジ色の取り替え用コンポジット・バンドが付属し

ている。

アクアノート・クロノグラフ5968A-001モデルのスポーティーなスピリットをさらに強調しているのが、パテ
ック フィリップ独自の独立した4つの止め金を備え、開閉の際の安全性を高めた、特許取得のまったく新しい
折り畳み式バックルである。

《報道資料》ページ 3



技術仕様

永久カレンダー搭載ノーチラス5740/1G-001モデル

ムーブメント： キャリバー 240 Q超薄型自動巻ムーブメント

永久カレンダー、曜日、日付、月、閏年、24時間を指針表示、ムーンフェイズ表示

直　径： 27.5 mm （基本キャリバー 27.5 mm、カレンダー・モジュール26.6 mm）

厚　さ： 3.88 mm （基本キャリバー 2.53 mm、カレンダー・モジュール1.35 mm）

部品総数： 275個

石　数： 27石

連続駆動可能時間： 最小38時間、最大48時間

巻上げローター： 単方向巻上げ式22金偏心マイクロローター

振動数： 21,600 振動（片道）/時（3 Hz）

テンプ： Gyromax®

髭ぜんまい： Spiromax® （Silinvar® 製）

髭持ち： 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： 指　針：

 ・時針・分針（センター） 

 ・曜日と24時間表示（9時位置） 

 ・月と閏年サイクル（3時位置） 

 ・日付（6時位置） 

 表示窓：

 ・ムーンフェイズ（6時位置）

調整ボタン：  ・曜日調整（9時位置） 

 ・日付調整（11 ～ 12時位置） 

 ・月調整（12 ～ 1時位置） 

 ・ムーンフェイズ調整（6時位置） 

 黒檀・18金ホワイトゴールド製ファンクション・ペンシルが付属

刻　印： パテック フィリップ・シール
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外　装

ケース： 18金ホワイトゴールド仕様、サファイヤクリスタル・バック

 6気圧防水

寸　法： 直径（10時～4時）：40 mm

幅　： 44.05 mm （9時～3時、リュウズを含む） 

長さ： 44.3 mm （ラグ～ラグ） 

厚さ： 8.42 mm 

ラグ間隔：13.05 mm

文字盤： 真鍮、ブルー・ソレイユPVDコーティング、エンボス・モチーフ 

18金ホワイトゴールドの長方形スーパールミノヴァ夜光付植字インデックス 

18金ホワイトゴールドのバトン型スーパールミノヴァ夜光付時・分針 

18金ホワイトゴールドのホワイト塗装曜日、日付、月、閏年、24時間表示針

ブレスレット： 18金ホワイトゴールド、特許取得のノーチラス折り畳み式バックル

技術仕様

アクアノート・クロノグラフ5968A-001モデル

ムーブメント： キャリバー CH 28-520 C自動巻ムーブメント、クロノグラフ、60分計

直　径： 30 mm （基本キャリバー 30 mm、クロノグラフ・モジュール30 mm）

厚　さ： 6.63 mm （基本キャリバー 5.2 mm、クロノグラフ・モジュール1.43 mm）

部品総数： 308個

石　数： 32石

連続駆動可能時間： 最小45時間、最大55時間

巻上げローター： 単方向巻上げ式21金中央ローター

振動数： 28,800 振動（片道）/時（4 Hz）

テンプ： Gyromax®

髭ぜんまい： Spiromax® （Silinvar® 製）

髭持ち： 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
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表　示： 指　針：

 ・時針・分針（センター） 

 ・クロノグラフ秒針/センターセコンド

 ・クロノグラフ60分計（6時位置） 

 表示窓：

 ・日付表示（3時位置）

調整ボタン： ・日付調整（8時位置）

プッシュボタン： ・クロノグラフ・スタートおよびストップ（2時位置）

 ・クロノグラフ・ゼロ復帰およびフライバック（4時位置）

刻　印： パテック フィリップ・シール

外　装

ケース： ステンレススチール仕様、サファイヤクリスタル・バック 

12気圧防水

寸　法： 直径（10時～4時）：42.2 mm 

幅（9時～3時、リュウズを含む）：45 mm 

長さ（ラグ～ラグ）：50.2 mm 

厚さ：11.9 mm 

ラグ間隔：22 mm

文字盤： ・真鍮、ブラック・ソレイユ、エンボス・モチーフ 

・18金ホワイトゴールドのスーパールミノヴァ夜光付植字アラビア数字 

・12個のスーパールミノヴァ夜光付植字5分インデックス 

・18金ホワイトゴールドのバトン型スーパールミノヴァ夜光付時・分針 

・オレンジ塗装カウンターウェイト付クロノグラフ秒針/センターセコンド 

・真鍮製バトン型オレンジ塗装クロノグラフ60分計表示針

バンド： 文字盤と同じエンボス・モチーフの、引っ張り、磨耗、海水、紫外線に対する強度に

優れたブラックのコンポジット・バンド 

新しい特許取得のアクアノート折り畳み式バックル

 取り替え用オレンジのコンポジット・バンドが付属


