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パテック フィリップ ジュネーブ
2018 年 10 月

パテック フィリップ、コンテンポラリーでアクティブな女性のスタイリッシュなパートナー、
新しい Twenty 〜 4 Automatic を発表
時を超越した女性的エレガンスを象徴する婦人用タイムピース Twenty 〜 4® がデビューしてからほぼ 20 年が
経つ。ジュネーブのマニュファクチュール パテック フィリップは、スタイルへの確固たる意識を持つ女性たち
の期待に応え、コレクションとして初めて自動巻ムーブメントを搭載し、ラウンド型ケースを備えた、まった
く新しい Twenty 〜 4 Automatic を発表する。このきわめてコンテンポラリーなタイムピースは、現代女性の豊
かで変化に富む 24 時間を通じた忠実なパートナーとして創作され、眩いダイヤモンドをセッティングしたステ
ンレススチールまたはローズゴールド・ケースを備え、多彩な文字盤カラーがラインナップされている。
パテック フィリップは 1839 年の創業以来、常に女性顧客の期待に応えることに大きな努力を傾けてきた。当
社は、早くから洗練された装飾を施した懐中時計やペンダント・ウォッチにより、鑑識眼の高い女性たちの心
をとらえてきた。1851 年に青七宝のタイムピースを購入したヴィクトリア女王はそのひとりである。マニュフ
ァクチュール パテック フィリップはまた、希少なミニット・リピーターをはじめとする婦人用コンプリケーテ
ッド・ウォッチの創作でも他に類を見ない。1868 年、パテック フィリップはハンガリーの伯爵夫人のためにス
イスで最初の腕時計を創作した。また 1916 年にマニュファクチュールが創作した最初のチャイム機構（5 分リピ
ーター）搭載腕時計は、婦人用であった。腕時計が隆盛を見たアール・デコ時代を通じ、当社の創造性は遺憾
なく発揮され、多彩なフォルムと装飾を備えた数多くの婦人用モデルが発表された。
1999 年、パテック フィリップは若くダイナミックな世代の女性たちの願望を先取りし、婦人用モデル Twenty
〜 4® を発表し、きわめて大きな成功を収めた。そのオリジナリティ溢れる名称は、24 時間のあらゆるシーンで
完璧なパートナーとなることを意味していた。Twenty 〜 4® は、これまで手巻機械式ムーブメントを備えた 2003
年発表のハイジュエリーモデルを除いてクォーツ・ムーブメントを搭載し、多様なステンレススチール、およ
びゴールド・バージョンが創作されてきた。マニュファクチュール パテック フィリップは、女性の間で機械式
タイムピースへの関心が増大することを予期し、ムーンフェイズ・モデル、レディス・ファースト・クロノグ
ラフ（2009 年）などの機械式コンプリケーテッド・ウォッチを開発した。さらにレディス・ファースト・ミニ
ット・リピーターなどのグランド・コンプリケーション、カラトラバのジュエリーとハイジュエリー・モデル、
そしてマニュファクチュールのクラシックなカジュアル・エレガンスを女性的に解釈した婦人用ノーチラスと
アクアノート・ルーチェがこれに加わる。

自動巻機械式ムーブメントを搭載した新しい婦人用腕時計
パテック フィリップは、成長を続ける婦人用機械式タイムピースのセグメントにおけるポジションを強化し
つつ今回、新しい自動巻腕時計、Twenty 〜 4 Automatic を発表する。これは意思決定を行い、洗練された趣味
を持ち、活動的なライフスタイルを追求する、現代的で自信に溢れた女性のためのタイムピースである。ピュ
アでエレガントなこのモデルは、日常生活のあらゆるシーン（仕事、家族、個人的で社会的な約束、レジャー）
を彩るタイムピースである。アウトドアウェアからイブニンドレスまで、女性のあらゆるワードローブに完璧
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にマッチするこの時計は、最新世代のテクノロジーを完全に使いこなしつつも、手首には機械式タイムピース
を着用することを好む女性のために創作された。パテック フィリップは、この新しい婦人用モデルのムーブメ
ントとしてキャリバー 324 S C を選択した。Silinvar ® 製 Spiromax® 髭ぜんまいを備えたこの自動巻ムーブメント
は、優れた精度と信頼性を誇る。パテック フィリップ・シールの厳しい規準に準拠して製作され、入念な手仕
上げ（ポリッシュ仕上げされた面取り、コート・ド・ジュネーブなど）をサファイヤクリスタル・バックを通
して鑑賞できる。新しい Twenty 〜 4 Automatic は 2018 年 10 月 10 日〜 11 日、ミラノで開催される重要な国際的
イベントにおいて発表され、デジタル媒体を大規模に利用して展開される独自の広告キャンペーンによって紹
介される。

ピュアなフォルム、高度な構造のケース
新しい Twenty 〜 4 Automatic は、デリケートな段差のついた両側のリンクで縁どられ、わずかにふくらみを
帯びた中央のリンクなど、レクタングラー型の Twenty 〜 4® が備えていた美的な魅力を踏襲している。しなやか
で、独自性と気品溢れたこのブレスレットは手首を優しく抱擁する。しかし Twenty 〜 4 Automatic は、デリケ
ートな輪郭を持つ、まったく新たなラウンド型ケース（直径 36 mm）が際立っている。パテック フィリップの
創作において常にいえることだが、ここでもピュアなスタイルにきわめて洗練されたディテールが融合されて
いる。例えば、ダイヤモンドをセッティングしたベベルカットのベゼルは、12 時と 6 時位置で中央のブレスレッ
ト・リンクのプロフィールを反映する入念な構造となっており、デザインの総合的な調和を強調している。こ
の希少なアンサンブルは、マニュファクチュールの工房で製造され、パテック フィリップ・シールのすべての
認定規準に準拠している。ケースとベゼルは、高圧プレスにより冷間鍛造で成型され、次いで高度な機械加工
により精密な寸法精度を得る。その後、長年の経験を持つ専門家によって手作業でポリッシングされる。とり
わけラグ部分の複雑な構造は、ポリッシングをさらに困難にしている。強いパーソナリティを持つ文字盤は、
ゴールド植字アラビア数字、先端が丸味を帯びた夜光付バトン型針を備え、シンプルで視認性に優れている。
わずかにふくらんだドーム型サファイヤクリスタル・ガラスは、ケースの丸味を帯びたプロフィールと調和し
ている。

パーソナリティ溢れる 5 種類のバージョン
新しい Twenty 〜 4 Automatic は 5 種類のバージョンをラインナップしている。ダイヤモンド・ベゼルを備え
たステンレススチール・モデルが 2 種類、ダイヤモンド・ベゼルを備えたローズゴールド・モデルが 2 種類、お
よびリュウズ、ベゼル、ラグ、ブレスレットにダイヤモンドをセッティングしたローズゴールド・モデルが 1 種
類である。《ダンテール》
（レース・スタイル）と呼ばれるジェム・セッティングの技術は、2 列の貴石がオフセ
ットして配置され、比類のない輝きを得ることができる。パテック フィリップ・シールの認定規準に準拠し、
すべてのダイヤモンドはピュア・トップウェッセルトン・ダイヤモンドを用い、最も正統的な技術によりセッ
ティングされている。
ステンレススチール・モデルは、各々が独特のスタイルを持つ 2 種類の文字盤カラーで登場する。サンバース
ト・ブルー文字盤（7300/1200A-001 モデル）、およびセンターから外周へデリケートなグラデーションのついた
サンバースト・グレー文字盤（7300/1200A-010 モデル）である。またローズゴールド・モデルも 2 種類の文字
盤カラーをラインナップしている。グラデーションのついたサンバースト・チョコレートブラウン文字盤
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（7300/1200R-001 モデル）、および縦と横 2 方向のサテン仕上げにより、山東絹（つむぎ風の絹布）の効果を生
み出したエクスクルーシブなシルバー文字盤（7300/1200R-010 モデル）である。7300/1201R-001 モデルは、よ
りドレッシーな時計を好む女性のためのタイムピースである。469 個のダイヤモンド（合計約 1.88 カラット）が
リュウズ、ベゼル、ラグ、およびブレスレットの外側リンクに惜しみなくセッティングされている。山東絹の
効果を持つシルバー文字盤がさらにこれを際立たせている。すべてのブレスレットは、信頼性が高く、機能的
で、きわめて快適で美しい特許取得の新しい折り畳み式バックル（技術特許 EP3162241B1）を備えている。
時計師が丹精を込めて製作した自動巻ムーブメントと、女性らしく時を超越したデザインによって、新しい
Twenty 〜 4 Automatic は、常にスタイルを意識し、自信に溢れた、今日、そして明日の女性たちのパートナー
としてのすべての要素を備えているといえよう。

《本資料に関するお問い合わせ先》
PP Japan 株式会社
パテック フィリップ ジャパン
ＡＤ＆ＰＲ ディレクター
大塚和泉
電 話：０３−５２０９−８０１８（直通）
ＦＡＸ：０３−３２５６−７５５８
izumi@ppjapan.com
《ご掲載いただく場合の読者お問い合わせ先》
パテック フィリップ ジャパン・インフォメーションセンター
電 話：０３−３２５５−８１０９
パテック フィリップ ホームページ：http://www.patek.com
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技術仕様 1
Twenty 〜 4 Automatic

7300/1200A-001 モデル

ムーブメント：

キャリバー 324 S C 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 mm
3.57 mm
217 個
29 石
最小 35 時間、最大 45 時間
単方向巻上げ式 21 金中央ローター
28,800 振動（片道）/ 時（4 Hz）
Gyromax®
Spiromax®（Silinvar® 製）
可動式

表

指針：
・時針、分針、秒針（センター）
表示窓：
・日付表示（6 時位置）

示：

セッティング機能：

リュウズの 3 位置：
・押し込んだ位置：
ぜんまいの巻き上げ
・一段引き出した位置：日付調整
・二段引き出した位置：時刻調整

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、160 個のピュア・トップウェッセルトン・ダイヤモンド付ベ
ゼル（約 0.77 カラット）
、サファイヤクリスタル・バック、防水リュウズ、3 気圧防水

寸

直径：36 mm
厚さ（サファイヤクリスタル〜サファイヤクリスタル・バック）： 10.05 mm
ラグ間隔：12.15 mm

法：

文字盤：

サンバースト・ブルー
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数字とインデックス
18金ホワイトゴールドのダイヤモンド研磨バトン型スーパールミノヴァ夜光付時・分針
Pfinodal （高性能銅合金）製ロジウム・プレート秒針
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ブレスレット：

ステンレススチール、特許取得の新しい折り畳み式バックル（技術特許EP3162241B1）
独立した4つの止め金を備え、開閉の際の安全性を高め、いずれかの掛け金が不用意に
開くことを防止

技術仕様 2
Twenty 〜 4 Automatic

7300/1200A-010 モデル

ムーブメント：

キャリバー 324 S C 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 mm
3.57 mm
217 個
29 石
最小 35 時間、最大 45 時間
単方向巻上げ式 21 金中央ローター
28,800 振動（片道）/ 時（4 Hz）
Gyromax®
Spiromax®（Silinvar® 製）
可動式

表

指針：
・時針、分針、秒針（センター）
表示窓：
・日付表示（6 時位置）

示：

セッティング機能：

リュウズの 3 位置：
・押し込んだ位置：
ぜんまいの巻き上げ
・一段引き出した位置：日付調整
・二段引き出した位置：時刻調整

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、160 個のピュア・トップウェッセルトン・ダイヤモンド付ベ
ゼル（約 0.77 カラット）
、サファイヤクリスタル・バック、防水リュウズ、3 気圧防水

寸

直径：36 mm
厚さ（サファイヤクリスタル〜サファイヤクリスタル・バック）： 10.05 mm
ラグ間隔：12.15 mm

法：
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文字盤：

サンバースト・グレー、センターから外周へグラデーション
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数字とインデックス
18金ホワイトゴールドのダイヤモンド研磨バトン型スーパールミノヴァ夜光付時・分針
Pfinodal （高性能銅合金）製ロジウム・プレート秒針

ブレスレット：

ステンレススチール、特許取得の新しい折り畳み式バックル（技術特許EP3162241B1）
独立した4つの止め金を備え、開閉の際の安全性を高め、いずれかの掛け金が不用意に
開くことを防止

技術仕様 3
Twenty 〜 4 Automatic

7300/1200R-001 モデル

ムーブメント：

キャリバー 324 S C 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 mm
3.57 mm
217 個
29 石
最小 35 時間、最大 45 時間
単方向巻上げ式 21 金中央ローター
28,800 振動（片道）/ 時（4 Hz）
Gyromax®
Spiromax®（Silinvar® 製）
可動式

表

指針：
・時針、分針、秒針（センター）
表示窓：
・日付表示（6 時位置）

示：

セッティング機能：

リュウズの 3 位置：
・押し込んだ位置：
ぜんまいの巻き上げ
・一段引き出した位置：日付調整
・二段引き出した位置：時刻調整

刻

パテック フィリップ・シール

印：
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外

装

ケース：

18金ローズゴールド仕様、160個のピュア・トップウェッセルトン・ダイヤモンド付ベ
ゼル（約0.77カラット）
、サファイヤクリスタル・バック、防水リュウズ、3気圧防水

寸

直径：36 mm
厚さ（サファイヤクリスタル〜サファイヤクリスタル・バック）： 10.05 mm
ラグ間隔：12.15 mm

法：

文字盤：

サンバースト・チョコレートブラウン、センターから外周へグラデーション
18金ローズゴールドのスーパールミノヴァ夜光付植字数字とインデックス
18金ローズゴールドのダイヤモンド研磨バトン型スーパールミノヴァ夜光付時・分針
Pfinodal （高性能銅合金）製ローズゴールド・プレート、ポリッシュ仕上げ秒針

ブレスレット：

18金ローズゴールド、特許取得の新しい折り畳み式バックル（技術特許EP3162241B1）
独立した4つの止め金を備え、開閉の際の安全性を高め、いずれかの掛け金が不用意に
開くことを防止

技術仕様 4
Twenty 〜 4 Automatic

7300/1200R-010 モデル

ムーブメント：

キャリバー 324 S C 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 mm
3.57 mm
217 個
29 石
最小 35 時間、最大 45 時間
単方向巻上げ式 21 金中央ローター
28,800 振動（片道）/ 時（4 Hz）
Gyromax®
Spiromax®（Silinvar® 製）
可動式

表

指針：
・時針、分針、秒針（センター）
表示窓：
・日付表示（6 時位置）

示：
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セッティング機能：

リュウズの 3 位置：
・押し込んだ位置：
ぜんまいの巻き上げ
・一段引き出した位置：日付調整
・二段引き出した位置：時刻調整

刻

印：

パテック フィリップ・シール

外

装

ケース：

18金ローズゴールド仕様、160個のピュア・トップウェッセルトン・ダイヤモンド付ベ
ゼル（約0.77カラット）
、サファイヤクリスタル・バック、防水リュウズ、3気圧防水

寸

直径：36 mm
厚さ（サファイヤクリスタル〜サファイヤクリスタル・バック）： 10.05 mm
ラグ間隔：12.15 mm

法：

文字盤：

縦と横 2 方向のサテン仕上げにより、山東絹（つむぎ風の絹布）の効果を生み出した
シルバー
18金ローズゴールドのスーパールミノヴァ夜光付植字数字とインデックス
18金ローズゴールドのダイヤモンド研磨バトン型スーパールミノヴァ夜光付時・分針
Pfinodal （高性能銅合金）製ローズゴールド・プレート、ポリッシュ仕上げ秒針

ブレスレット：

18金ローズゴールド、特許取得の新しい折り畳み式バックル（技術特許EP3162241B1）
独立した4つの止め金を備え、開閉の際の安全性を高め、いずれかの掛け金が不用意に
開くことを防止

技術仕様 5
Twenty 〜 4 Automatic

7300/1201R-001 モデル

ムーブメント：

キャリバー 324 S C 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：

27 mm
3.57 mm
217 個
29 石
最小 35 時間、最大 45 時間
単方向巻上げ式 21 金中央ローター
28,800 振動（片道）/ 時（4 Hz）
Gyromax®
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髭ぜんまい：

Spiromax®（Silinvar® 製）

髭持ち：

可動式

表

指針：
・時針、分針、秒針（センター）
表示窓：
・日付表示（6 時位置）

示：

セッティング機能：

リュウズの 3 位置：
・押し込んだ位置：
ぜんまいの巻き上げ
・一段引き出した位置：日付調整
・二段引き出した位置：時刻調整

刻

印：

パテック フィリップ・シール

外

装

ケース：

18 金ローズゴールド仕様、208 個のピュア・トップウェッセルトン・ダイヤモンド付
ベゼルとラグ（約 1.01 カラット）
、サファイヤクリスタル・バック、13 個のピュア・
トップウェッセルトン・ダイヤモンド付防水リュウズ（約 0.06 カラット）
、3 気圧防水

寸

直径：36 mm
厚さ（サファイヤクリスタル〜サファイヤクリスタル・バック）： 10.05 mm
ラグ間隔：12.15 mm

法：

文字盤：

縦と横 2 方向のサテン仕上げにより、山東絹（つむぎ風の絹布）の効果を生み出した
シルバー
18金ローズゴールドのスーパールミノヴァ夜光付植字数字とインデックス
18金ローズゴールドのダイヤモンド研磨バトン型スーパールミノヴァ夜光付時・分針
Pfinodal （高性能銅合金）製ローズゴールド・プレート、ポリッシュ仕上げ秒針

ブレスレット：

18金ローズゴールド、248個のピュア・トップウェッセルトン・ダイヤモンド付外側
リンク（約 0.81 カラット）
特許取得の新しい折り畳み式バックル（技術特許EP3162241B1）
独立した4つの止め金を備え、開閉の際の安全性を高め、いずれかの掛け金が不用意に
開くことを防止

