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パテック フィリップ ジュネーブ 

2020年9月  

 

 

パテック フィリップ、パイロット・スタイル・ウォッチのファミリーを充実させるニューモデルを発表  

 

パテック フィリップの新しいカラトラバ・パイロット・トラベルタイム7234G-001モデルは、1930年代、マ 

ニュファクチュール パテック フィリップが創作したアヴィエーター・ウォッチからインスピレーションを得 

た、パイロット・スタイルのファミリーをさらに充実させるものである。5年前に誕生した、この独自性に溢れ、  

一目でそれと分かるファミリーは、すでに現代のクラシックとしての地位を確立している。パイロット・スタ 

イルは、ニューモデルを含め、4点のカラトラバ・パイロット・トラベルタイム（ホワイトゴールド仕様および 

ローズゴールド仕様、2つのサイズ）と、24時間表示アラーム付グランド・コンプリケーション、アラーム・ト 

ラベルタイム、さらにリミテッド・エディションが揃うことになる。  

 

2015年、パテック フィリップは、明快にカットアウトされたラウンド型ケース、暗色をバックに大型の白い 

数字と夜光指針がコントラストをなす文字盤など、異例なスタイルの時計を発表して世界を驚かせた。このタイ 

ムピースは、名称と機能的デザインのいずれにおいても、初期のアヴィエーター・ウォッチを連想させた。事 

実、このモデルの創作にあたりパテック フィリップは、1936年にマニュファクチュールによって製作され、今 

日ジュネーブのパテック フィリップ・ミュージアムが所蔵する、特殊な時角時計サイデロメーター（パイロット 

が簡単に、迅速に、正確に現在位置を求めることができる）からインスピレーションを得ている。カラトラバ・ 

パイロット・トラベルタイム5524モデルによりパテック フィリップは、航空界の勇気あるパイオニアたちを賛 

え、航空史のマイルストーンに思いを馳せ、この著名なジュネーブの独立した家族経営の時計メーカーもまた大 

空の征服に寄与してきたという事実を改めて示したのであった。  

 

 

現代の旅行者のためのタイムピース  

しかしパテック フィリップは、歴史的タイムピースの単なる復刻に満足することはなかった。当社の常とし 

て、その遺産を現代の精神の下に再解釈することを望んだのである。文字盤は、パイロット・ウォッチの通常の 

ブラックに代わり、オリジナルでエレガントなブルーが採用され、読みやすさの点でも優れたコントラストを実 

現した。ナビゲーション・ツールの登場により時代遅れになったサイデロメーター・タイプの表示に代わり、現 

代の旅行者にとってたいへん有用な機能が搭載された。エクスクルーシブなトラベルタイム機構による第2タイ 

ムゾーン表示である。1959年と1996年にパテック フィリップが特許を取得したこのきわめて操作しやすいシス 

テムは、センターの2本の時針と2つのタイムゾーン変更用プッシュボタンを特徴とし、現地時刻を示す時針を1 

時間刻みで前進または後退させることができる。さらに現地の日付を指針表示する。  

 

 

ファミリーの誕生  

パテック フィリップ・コレクションにおけるこのニューフェイスの登場は、直ちに男性たちの間で大成功を  

収めた。このタイムピースは、パテック フィリップならではの精緻な仕上がり、精度、時を超越したエレガン  
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スのみならず、よりテクニカルなスタイルと、直径42 mmの《ラージ・サイズ》ケースを備えていたからであ 

る。それはまた、一目でそれと分かるスタイルを特徴とする、新たなファミリーの誕生を示唆するものであっ 

た。2018年、パテック フィリップは、オリジナルのカラトラバ・パイロット・トラベルタイムを再解釈し、ロ 

ーズゴールド・ケースにブラウン文字盤を配したニューバージョンを発表した。同年、マニュファクチュール  

パテック フィリップは、女性と、クラシックでより控え目なプロポーションの時計を好む男性を対象とする、  

やはりローズゴールド仕様のミディアム・サイズ・モデル（37.5 mm）を発表した。  

 

2019年、パイロット・スタイルは、デュアル・タイムゾーンと24時間表示アラームを組み合わせたグラン 

ド・コンプリケーション、アラーム・トラベルタイム5520モデルの登場により、究極の評価を得た。さらにリ 

ミテッド・エディションが、ウォッチアート・グランド・エグジビション・ニューヨーク2017  （5522Aモデル）  

とウォッチアート・グランド・エグジビション・シンガポール2019  （7234Aモデル）のために創作された。  

 

数年の間に、パイロット・スタイルの時計は、マニュファクチュール パテック フィリップのすべての創作タ 

イムピースと同様に伝統と革新の融合を完璧に体現する、時計デザインにおける現代のクラシックとして、パテ 

ック フィリップの現行コレクションに欠かせない構成要素の地位を確立した。それは伝説的なゴールデン・エ 

リプス、象徴的なノーチラス、アクアノートなどがたどった道と同じである。新しいミディアム・サイズのホワ 

イトゴールド仕様カラトラバ・パイロット・トラベルタイム7234G-001モデルの登場は、この成功をさらに推し 

進めるにちがいない。  
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新しいミディアム・サイズのホワイトゴールド仕様カラトラバ・パイロット・トラベルタイム 7234G-
001モデル  

2015年に発表された5524Gモデルのミディアム・サイズ・バージョンである、新しいカラトラバ・パイロッ 

ト・トラベルタイム7234Gモデルは、男性、女性を問わず、どんな手首にもフィットするサイズ（37.5 mm）で 

ある。ホワイトゴールド仕様のラウンド型カラトラバ・ケースは、ピュアなデザインを特徴とし、滑らかなベゼ 

ルは外側に向かってわずかに傾斜している。またスリムなラグのフォルムがケースと完璧なハーモニーを見せて 

いる。  

 

航空時計にインスピレーションを得たブルー塗装文字盤は、くぼみに夜光材を施したホワイトゴールド植字数 

字とバトン型ブルー仕上げホワイトゴールド時・分針により、暗闇でも最高の視認性を誇っている。テクニカル 

で時を超越し、エレガンスに溢れるデザインである。  

 

部品数294個の自動巻ムーブメント、キャリバー 324 S C FUSは、きわめて操作の容易なデュアル・タイムゾ 

ーン機構を搭載している。ケース左側面の2つのプッシュボタンのひとつを押すと、通常の時針を1時間刻みで 

前進（下のプッシュボタン）、または後退（上のプッシュボタン）させることができる。この際、この時針はム 

ーブメントの他の動きから分離されるため、時計の分・秒表示の精度にはまったく影響がない。一方、スケルト 

ン時針は出発地の時刻を示し続ける。出発地と現地の昼夜は、それぞれ3時位置（HOME）と9時位置  

（LOCAL）に設けられた丸い小窓により表示されるため、時刻調整が容易になると同時に、誤って真夜中に地球 

の裏側の通話相手を起こす心配がない。海外旅行に出ていない時は、2本の時針を完全に重ね合わせて通常の時  

計として使用することができる。  

 

2つのプッシュボタンは特許取得のセキュリティー・システムを備えており、誤って現地時刻を変更してしま 

う危険がない。操作の前に、まずプッシュボタンを1/4回転させてロックを解除する（刻みが入っているため操 

作は容易である）。操作が終わったら再び1/4回転させてロックする。  

 

6時位置の日付表示サブダイヤルは、日付を3日おきに数字で示しており、文字盤をシンプルに保ち、しかも 

読みやすい表示となっている。日付表示は、常に現地時刻に同期されており、旅行中きわめて快適に使用でき 

る。プッシュボタンの操作により現地時刻を変更する際には、前進、後退とも日付表示が同期して変更される。  

 

新しい7234Gモデルは、ブリリアント・ネイビーブルーのカーフスキン・バンドを装着し、サバイバルキット  

（パラシュートと救命具）を飛行服に固定するハーネスの形状からインスピレーションを得た、ホワイトゴール 

ドのネジ止めピンバックルを備えている。またヴィンテージ・ブラウンに明色のステッチでコントラストを持た  

せ、クラシックな飛行服の革ベルトを思わせる2本目のバンドが付属する。  

 

新しい紳士・婦人用モデルは、既存の5524Gモデル（ケース径42mm）と組み合わせて《ペアウォッチ》を構 

成することができる。2つのサイズのカラトラバ・パイロット・トラベルタイムには、ブラック・グラデーショ 

ンのブラウン文字盤を備えたローズゴールド・バージョンもある（5524Rモデルと7234Rモデル）。  
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他のパテック フィリップ・パイロット・スタイル・ウォッチ   

デュアル・タイムゾーン、現地の日付表示を備えたモデル  

 

•カラトラバ・パイロット・トラベルタイム5524G-001モデル  

最初のパイロット・スタイル・モデル（2015年）であるこの時計は、直径42 mmのホワイトゴールド・ケー  

スに、ブルー塗装文字盤、夜光付ホワイトゴールド植字数字とブルースチール製指針を組み合わせている。搭載 

されたキャリバー 324 S C FUSは、通常の時針が第2タイムゾーンの時刻（現地時刻）を、スケルトン時針が出 

発地時刻を表示する。現地の日付を指針表示（6時位置）。ヴィンテージ・ブラウンのカーフスキン・バンドとネ 

ジ止めピンバックルを備えている。  

 

•カラトラバ・パイロット・トラベルタイム5524R-001モデル  

2018年に発表されたこの時計は、カラトラバ・パイロット・トラベルタイムのオリジナルデザインを直径42   

mmのローズゴールド・ケースにより再解釈し、外周に向かって濃くなるブラック・グラデーションのブラウン 

文字盤を備えている。自動巻ムーブメント、キャリバー 324 S C FUSは第2タイムゾーンの時刻（現地時刻）を表 

示し、日付表示は現地時刻に同期している。文字盤は、夜光付ゴールド植字数字、大型バトン型指針を配してい 

る。ヴィンテージ・ブラウンのカーフスキン・バンドとローズゴールドのネジ止めピンバックルを備えている。  

 

•カラトラバ・パイロット・トラベルタイム7234R-001モデル  

カラトラバ・パイロット・トラベルタイムのミディアム・サイズ・バージョン、7234R-001モデル（2018年）  

は、直径37.5 mmである。女性と控え目なサイズの時計を好む男性の要望に応えて創作された。ローズゴール 

ド・ケースに、外周に向かって濃くなるブラック・グラデーションのブラウン文字盤を組み合わせ、夜光付ロー 

ズゴールド植字数字、大型バトン型指針を配している。ヴィンテージ・ブラウンのカーフスキン・バンドとロー 

ズゴールドのネジ止めピンバックルを備えている。  

 

リミテッド・エディション  

 

•カラトラバ・パイロット・ニューヨーク2017スペシャル・エディション5522モデル  
パテック フィリップ・ウォッチアート・グランド・エグジビション・ニューヨーク2017に際し600個のリミ  

テッド・エディションとして発表されたこの3針式（時、分、秒表示）腕時計は、ステンレススチール仕様の直 

径42 mmのケースを備えている。マニュファクチュール パテック フィリップとしては、カジュアル・エレガン 

ス・コレクション以外では例外的なモデルである。文字盤は、1930年代のアメリカの戦闘機を彷彿させる独特の 

ブルーが特徴である。自動巻ムーブメント、キャリバー 324 Sは、《PATEK PHILIPPE NEW YORK 2017》と刻印 

されたサファイヤクリスタル・バックを通して鑑賞することができる。  

 

•カラトラバ・パイロット・トラベルタイム・シンガポール2019スペシャル・エディション7234A-001モデル  

ウォッチアート・グランド・エグジビション・シンガポール2019に際し400個製作された、ミディアム・サイ  

ズ（直径37.5mm）のカラトラバ・パイロット・トラベルタイム・エクスクルーシブ・バージョンは、ステンレ 

ススチール・ケース、東南アジアの海洋風景を彷彿させるブルー・グレーの文字盤、ブルーの型押しカーフスキ 

ン・バンドが斬新である。自動巻ムーブメント、キャリバー 324 S C FUSを鑑賞できるサファイヤクリスタル・ 

バックには、《PATEK PHILIPPE SINGAPORE 2019 》と刻印されている。  
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グランド・コンプリケーション  

 

•アラーム・トラベルタイム5520P-001モデル  

トラベルウォッチの真髄ともいえる、2019年に発表されたこの自動巻グランド・コンプリケーションは、エレ  

ガントなプラチナ・ケースに、エクスクルーシブな第2タイムゾーン表示機構トラベルタイムと、24時間表示ア 

ラーム（クラシックなゴングをハンマーが打ち、アラーム時刻をデジタル表示する）が組み合わされている。マ 

ニュファクチュール パテック フィリップは、このために574個の部品から構成される、まったく新しい統合さ 

れたムーブメントを開発した。アラーム機構に関する4件の技術特許が申請された。時計をできるだけ容易に使 

用できるように、操作の論理性が十分に研究されている。故障のない機能性を保証するため、誤った操作を行っ 

た場合も、ムーブメントの損傷のリスクを防ぐ安全・隔離機構を搭載している。  
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技術仕様  

カラトラバ・パイロット・トラベルタイム7234G-001モデル  

 

ムーブメント：  キャリバー 324 S C FUS  

  自動巻ムーブメント、デュアル・タイムゾーン（出発地と現地時刻表示）、出発地と  
現地各々の昼夜表示、現地の日付を指針表示  

 

総 径：  31 mm  （基本キャリバー 27 mm、カレンダー・タイムゾーン・モジュール31 mm） 

厚 さ：  4.9 mm  （基本キャリバー 3.32 mm、カレンダー・タイムゾーン・モジュール1.58 mm） 

部品総数：  294個  
石 数：  29石  

連続駆動可能時間：             最小35時間、最大45時間  

巻上げローター：  単方向巻上げ式21金中央ローター  

テンプ：  Gyromax®  

振動数：  28,800 振動（片道）/時（4 Hz）  

髭ぜんまい：  Spiromax®   
髭持ち：  固定式  

 

セッティング機能：             リュウズの2位置  

  ・押し込んだ位置：     ムーブメントの巻き上げ  

 ・引き出した位置：     時刻合わせ  

 

表 示：   指 針  

  ・センター現地時刻表示用時針（上側、ソリッド）と分針  

 ・センター出発地時刻表示用時針（下側、スケルトン）  

  ・センターセコンド  

  ・現地の日付表示（6時位置）  

   表示窓  

  ・現地時刻（LOCAL）の昼夜表示（9時位置）  

  ・出発地時刻（HOME）の昼夜表示（3時位置）  

 

調整ボタン：  日付調整（6時位置）  

 

プッシュボタン：  ・現地時刻を1時間刻みで前進（8時位置）  

  ・現地時刻を1時間刻みで後退（10時位置）  

   特許登録のセキュリティー・システム（プッシュボタンを1/4回転させてロック、  
およびロック解除を行う）  

 

刻 印：  パテック フィリップ・シール  

（Silinvar®製）  
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外 装  

 

ケース：  18金ホワイトゴールド、サファイヤクリスタル・バック、防水ねじ込み式リュウズ、  

6気圧防水  

 

 

寸 法：  直径：37.5 mm  

厚さ： 10.78 mm   
ラグ間隔：18 mm  

 

文字盤：  ・真鍮、ブルー塗装  

  ・スーパールミノヴァ夜光付18金ホワイトゴールド植字アラビア数字  

  ・スーパールミノヴァ夜光付ブルー仕上げホワイトゴールド・バトン型現地時刻   

 表示用時・分針  

  ・ラック・ホワイト・ホワイトゴールド・バトン型スケルトン出発地時刻表示用時針  

  ・スーパールミノヴァ夜光付スチール製秒針  

  ・ラック・ホワイト・リーフ型日付表示針  

 

バンド：  ・ブリリアント・ネイビーブルーのカーフスキン  

  ・ヴィンテージ・ブラウンに明色のステッチでコントラストを持たせたカーフスキン   

  の2本目のバンドが付属  

   いずれも18金ホワイトゴールドのネジ止めピンバックル付 

 


