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パテック フィリップ、《コンテンポラリーなカジュアル・シック》の精神を体現したアクアノートおよ
びアクアノート・ルーチェ・コレクションをリニューアルし、新しい婦人用トラベルタイムを発表

パテック フィリップは、15年以上の成功に輝く婦人用タイムピース、アクアノート・ルーチェをリニューア
ルし、より大きなケース径（38.8 mm）とコンポジット素材の新しい統合されたバンドを備え、カジュアル・シ
ックを体現したニューモデルを発表する。ステンレススチール仕様（5267/200Aモデル）およびローズゴールド
仕様（5268/200Rモデル）がラインナップされ、文字盤カラーにマッチしたバンドが装着されている。またトラ
ベルタイム・クォーツ・ムーブメントを搭載した、実用的でエレガントなまったく新しいアクアノート・ルー

チェ・トラベルタイム（5269/200Rモデル）がデビューする。一方、紳士用では、ミッドナイトブルーまたはカ
ーキグリーンで装われた、アクアノート・クロノグラフ初のホワイトゴールド・バージョン（5968Gモデル）が
登場し、コレクションがさらに強化される。

1976年、パテック フィリップは、カジュアル・エレガンスという独自のビジョンによる、著名なノーチラス
を創作した。その目覚ましい成功はさらなる発展を導き、1997年、マニュファクチュールはいま一つのスポーテ
ィな高級時計、アクアノートを発表してその革新的な力を改めて立証した。アクアノートもまた象徴的モデルと

しての将来を約束されていた。

アクアノートは、モダンで異例なデザインと独自の個性によりセンセーションを巻き起こしたが、今日でもそ

の大胆さは不変である。ノーチラスからインスピレーションを得たケースと丸みを帯びた8角形ベゼルは、一目
でそれと分かるフォルムと、ポリッシュ仕上げとサテン仕上げが組み合わされていることで際立っている。エン

ボス加工されたチェッカーボード・パターンで装飾された、マッチするカラーの文字盤とバンドは、独自性溢れ

るダイナミックなタッチを与える。

きわめて機能性に富んだバンドは、ハイテク防水コンポジット素材でつくられ、しなやかさと快適な装着感を

持ち、牽引、摩耗、塩水、紫外線に対する優れた耐性を誇る。一言でいえば、活動的なライフスタイルのパート

ナーとして理想的であった。

最初のアクアノート・モデルはステンレススチール仕様で、ブラックの文字盤とバンドを備えていた。それは

洗練された、しかしリラックスした生活様式を好む愛好家たちによって追い求められた。この独自性溢れるモデ

ルはまた、新しく若い顧客層にパテック フィリップの高尚な世界を発見させるきっかけとなった。

モダンなカジュアル・シックとダイヤモンドの輝きを共に求める女性たちのために、パテック フィリップは、
ベゼルにセッティングされたダイヤモンドのサークルの輝きからアクアノート・ルーチェ（イタリア語で《光》

の意）と名づけられた、アクアノートの特別バージョンを創作した。このタイムピースは2004年、イタリアと
スペインで先行して販売され、2005年には全世界で発売された。以来アクアノート・ルーチェは、ステンレスス
チール・ケースにクォーツムーブメント（5067モデル）、ローズゴールド・ケースに自動巻ムーブメント（5068
モデル）の組み合わせが、さまざまなカラーの文字盤とマッチするバンドを備えて発表されてきた。また高度な
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ダイヤモンド・セッティング技術によるハイジュエリー・バージョン（5062/450R-001モデル）、およびベゼルに
バゲットカット・ダイヤモンドをセッティングし、アクアノート・エンボス・モチーフを刻んだラッカー仕上げ

のマザーオブパール文字盤を配したきわめて洗練されたモデル（5072R-001モデル）も創作された。

紳士用アクアノート・コレクションにおいても、年と共にあらゆる好みに応える多彩なモデルが発表されてき

た。2007年、アクアノート誕生10周年を記念してパテック フィリップは、文字盤とバンドのエンボス・モチー
フをリニューアルしてインパクトを強め、ラグ間のケースのカーブに沿って統合されたバンドを備えた、新しい

ベーシック・モデルを創作した。キャリバー 324 S C 自動巻ムーブメントを搭載したこのアクアノート5167モデ
ル（ケース径40.8 mm）は、ブラック文字盤とバンドを備えたステンレススチール・モデル（5167A-001モデ
ル）、およびブラウン文字盤とバンドを備えたローズゴールド・モデル（5167R-001モデル）が発表された。また
ステンレススチール・ブレスレットを備えたステンレススチール・モデル（5167/1A-001モデル）、およびミッ
ドナイトブルー（5168G-001モデル）またはカーキグリーン（5168G-010）の文字盤とバンドを備えたホワイト
ゴールドのラージ・サイズ・モデル（ケース径42.2 mm）もラインナップされている。

2011年以来、パテック フィリップは、エクスクルーシブなトラベルタイム機構を備えた紳士用アクアノー
ト・モデルも製作している。これは使いやすいデュアル・タイムゾーン機構と現地時刻に同期された日付表示が

特徴である。キャリバー 324 S C FUS自動巻ムーブメントを搭載したこのアクアノート・トラベルタイム5164モ
デルは、ブラックの文字盤とバンドを備えたステンレススチール・モデル（5164A-001モデル）、およびブラウン
の文字盤とバンドを備えたローズゴールド・モデルがラインナップされている。2018年、アクアノート・コレク
ション初のクロノグラフ・モデル（5968モデル）がステンレススチール仕様で発表された。

現代のパテック フィリップ・スタイルを体現したアクアノートとアクアノート・ルーチェは、真にスポーテ
ィなパフォーマンス（堅牢な構造、大部分のモデルが備える120 m防水、読みやすさ、人間工学に基づいたデザ
イン）と、マニュファクチュール パテック フィリップならではの比類なき品質、精度、信頼性、製造と仕上げ
のあらゆる工程における卓越したクラフトマンシップという、数多くの特性を備えている。

アクアノート・ルーチェの2021年新作

15年以上にわたり、アクアノート・ルーチェは、ユニークなスタイルと、あらゆるシーンでエレガントに着用
できる時計を求める女性たちの間で、目覚ましい成功を収めてきた。パテック フィリップの2021年新作は、象
徴的なタイムピースとなったこのコレクションに一層の魅力をもたらすものである。新しいクォーツ・ムーブメ

ント搭載ステンレススチール・モデルと、自動巻ムーブメント搭載のローズゴールド・モデルは、2004年のオリ
ジナル・デザインを踏襲し、これに新たな息吹を与えている。マニュファクチュール パテック フィリップは、
アクアノート・ルーチェ・コレクションにおける最初のコンプリケーテッド・ウォッチであるアクアノート ・ル
ーチェ・トラベルタイムも合わせて発表する。

ステンレススチール仕様のクォーツ・アクアノート・ルーチェ 5267/200Aモデル：より大きなケース
と新しい統合されたバンド（ブラック、ホワイト、またはカーキグリーン）
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2004年に発表されて以来、クォーツ・ムーブメントを搭載したステンレススチール仕様のアクアノート・ルー
チェ 5067モデルは、ブラック、サファリ・ブラウン、パーリー・ホワイト、ブルーグレーなど、さまざまなカ
ラーがラインナップされてきた。パテック フィリップは、ひとまわり大きなケース径（35.6 mmから38.8 mm
へ）、ケースとラグのカーブに沿って統合されたコンポジット・バンドにより、コンテンポラリーなカジュア

ル・シックを体現するこのモデルに、新たな息吹を与える。今後、ハイジュエリーモデルを除くすべての新しい

アクアノート・ルーチェは、より大きなケース径と統合されたバンドを備えることとなる。

新しいアクアノート・ルーチェ 5267/200Aモデルには、永遠にエレガントなブラック（5267/200A-001モデ
ル）、きわめて女性的なマット・ホワイト（5267/200A-010モデル）、大胆なカーキグリーン（5267/200A-011モ
デル）の3種類の文字盤と、マッチするカラーのバンドがラインナップされる。新しいカーキグリーンのカラー
は、2019年に紳士用アクアノート5168G-010モデルで導入され、今年は新しいアクアノート・クロノグラフ
5968G-010モデルにも採用されている。このカラーは、2004年に発表され、ステンレススチール、ダイヤモンド、
および大胆なカラーの予想外の組み合わせで話題を独占したオリジナル・モデル、《アドベンチャラス・カーキ》

へのオマージュであるが、当時とはわずかに異なる色合いとなっている。

アクアノート・エンボス・モチーフの文字盤は、スポーティでありながらエレガントな外観が特徴である。ホ

ワイトゴールドの植字アラビア数字、および夜光付の幅広のバトン型時・分針が最高の視認性を保証している。

マット・ホワイト文字盤付モデル（5267/200A-010モデル）では、ブラック仕上げゴールドの数字と、ブラック
の地にホワイトで記載された3時位置の日付表示によりたいへん読みやすくなっている。

ステンレススチール・ケースには、上面にポリッシュ仕上げ、側面にサテン仕上げが施されている。ねじ込み

式リュウズを備えた12気圧防水のこのモデルは、マニュファクチュール パテック フィリップの機械式ムーブメ
ントと同じ細心の配慮を注いで仕上げられたキャリバー E 23-250 S Cクォーツ・ムーブメントを搭載している。
縁がベベルカットされたベゼルにはポリッシュ仕上げが施され、48個のピュア・トップウェッセルトン・ダイヤ
モンド（約1.11カラット）のサークルが輝きを添えている。優れた耐性を誇るコンポジット素材の統合されたバ
ンドは、独立した4つの止め金により安全性を高めた、特許取得のパテック フィリップ折り畳み式バックルを備
えている。新しいアクアノート・ルーチェ 5267/200Aモデルは、従来のすべての5067モデルに置き換わる。

自動巻アクアノート・ルーチェ 5268/200R-001モデル：より大きなケースと新しい統合されたマッ
ト・ホワイトのバンド

自動巻ムーブメント搭載のアクアノート・ルーチェは、2010年にチョコレート・ブラウンの文字盤とバンドを
備えたローズゴールド・モデル（5068R-001モデル）が発表され、2013年には、ホワイトのバージョン（5068R-010
モデル）が加わった。2021年の新作はケース径が35.6 mmから38.8 mmへとひとまわり大きくなり、視覚的なハ
ーモニーを強調する統合されたバンドを備え、カジュアル・シックなエレガンスと女性らしさを強調している。

12気圧防水のローズゴールド・ケースは、上面にポリッシュ仕上げ、側面にサテン仕上げが施され、コントラ
ストを見せている。縁がベベルカットされ、ポリッシュ仕上げされた著名な丸みを帯びた8角形ベゼルには、48
個のピュア・トップウェッセルトン・ダイヤモンド（約1.11カラット）が高度で模範的な技術によりセッティン
グされている。
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アクアノート・エンボス・モチーフのマット・ホワイト文字盤は、ローズゴールド植字アラビア数字を備え、

夜光付ローズゴールド・バトン型時・分針、およびローズゴールドのスリムなセンター秒針を配し、日付は3時
位置に窓表示される。

このスポーティでありながらエレガントなタイムピースは、自動巻ムーブメント、キャリバー 26-330 S Cを搭
載している。2019年に発表されたこのキャリバーには、巻き上げ機構を含むいくつかの技術革新と機能の最適化
（うち2つは特許取得）が行われている。リュウズが引き出された時にテンプを固定する《ストップセコンド》
機能により、時刻を秒単位の正確さで調整することができる。サファイヤクリスタル・バックを通して、ムーブ

メントのアーキテクチャーと精緻な仕上がりを鑑賞することができる。このモデルは、優れた耐性を誇る、アク

アノート・パターンの統合されたマット・ホワイトのコンポジット・バンドと、独立した4つの止め金により安
全性を高めた、特許取得のパテック フィリップ折り畳み式バックルを備えている。新しいアクアノート・ルー
チェ 5268/200R-001モデルは、アクアノート・コレクションの従来の2つの5068モデルに置き替わる。

アクアノート・ルーチェ・トラベルタイム5269/200Rモデル：新しい実用的でエレガントな婦人用ト
ラベルウォッチ

信頼性が高く、正確でダイナミックなアクアノート・ルーチェは、あらゆるシーンで真価を発揮するカジュア

ル・シックの象徴としてその名を知られている。活動的でコスモポリタンな現代女性の完璧なトラベル・コンパ

ニオンとして、第2タイムゾーン表示が求められたのは驚くに当らない。新しいアクアノート・ルーチェ・トラ
ベルタイム 5269/200Rモデルは、その願いを実現したモデルである。

アクアノート・ルーチェ・トラベルタイムの開発において、パテック フィリップは、マニュファクチュール
の独創的なトラベルタイム（デュアル・タイムゾーン）機構からインスピレーションを得ている。このエクスク

ルーシブな機構は、すでに紳士用アクアノート5164モデルに搭載されており、現地時刻の変更は、ケースの左
側面の2つのプッシュボタンによって行われている。しかし女性たちに愛されるエレガンスと繊細さを保持する
ために、マニュファクチュールはこの有用でユーザーフレンドリーな機能を再解釈し、アクアノート・ルーチェ

に2つの技術革新を導入した。ひとつはトラベルタイム機構を備えた新しいクォーツムーブメント、キャリバー
E 23-250 S FUS 24H、もうひとつは、リュウズによる目立たない実用的な現地時刻調整システムである。そのた
めには、パテック フィリップのすべてのワールドタイムとトラベルタイム時計に搭載されているものと同様の
デュアル・タイムゾーン機構をこのクォーツ・ムーブメントに組み込む必要があったが、ここではプッシュボタ

ンではなく、クラッチと歯車を用いて、これをリュウズで制御している。新しいクォーツ・キャリバーは、マニ

ュファクチュールの機械式ムーブメントと同じ細心の配慮を注いで仕上げられている。

新しいアクアノート・ルーチェ・トラベルタイム5269/200Rモデルは、センターに2本の時針を備えている。ス
ケルトン時針は出発地時刻を表示し、通常の時針は現地時刻を表示する。旅行中にタイムゾーンを変更する場合は、

リュウズを1段引き出して時計回りまたは反時計回りに回すことにより、ムーブメントの精度に影響を与えずに現
地時刻を1時間単位前進・後退させることができる。海外旅行中、スケルトン時針は出発地の時刻を示し続け、6時
位置の小窓には出発地の昼夜が表示されるので、海の向こうの相手を真夜中に邪魔する心配がない。トラベルタイ

ムのデュアル・タイムゾーン・システムは、愛する人の住む海外の時刻を表示するために使用することもできる。
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海外に滞在していない場合、または異なったタイムゾーンを表示する必要のない時は、リュウズを操作して2
本の時針を完全に重ね合わせ、通常の時計として使用することができる。このように、アクアノート・ルーチ

ェ・トラベルタイムは、2つのタイムピースをひとつに融合したものである。すなわち、あらゆるシーンで着用
できるカジュアルでエレガントなモデルであり、世界を舞台に旅行し、コミュニケーションを行う人のためのデ

ュアル・タイムゾーン・ウォッチでもある。

リュウズは、目立たない実用的な新しいタイムゾーン変更機能を搭載しているため、非ねじ込み式となってい

る。直径38.8 mmのローズゴールド・ケースは、6気圧防水である。ポリッシュ仕上げとサテン仕上げの組み合
わせがコントラストを見せ、マット・ホワイト文字盤を配し、統合されたコンポジット・バンドを装着してい

る。縁がベベルカットされたポリッシュ仕上げのベゼルにセッティングされた、48個のピュア・トップウェッセ
ルトン・ダイヤモンド（約1.11カラット）が、アクアノート ・ルーチェのカジュアル・シックなエレガンスをさ
らに強調している。アクアノート・エンボス・モチーフの文字盤はローズゴールド植字数字を備え、通常の夜光

付ローズゴールド・バトン型時・分針、およびローズゴールドのバトン型スケルトン時針を配している。統合さ

れたコンポジット・バンドは、独立した4つの止め金により安全性を高めた、特許取得のパテック フィリップ折
り畳み式バックルを備えている。

アクアノート・ルーチェ・トラベルタイム5269/200Rモデルは、ホワイトゴールドまたはローズゴールド仕様
で24タイムゾーン機能を備えたワールドタイム7130モデル、同じくホワイトゴールドまたはローズゴールド仕
様で古典的な航空スタイルへのオマージュであるカラトラバ・パイロット・トラベルタイム7234モデルという、
現行のパテック フィリップ婦人用トラベルウォッチ4モデルに新しく追加される。

紳士用アクアノートの2021年新作

紳士用アクアノート・モデルの豊かなコレクションは、ステンレススチール仕様、ローズゴールド仕様、また

はホワイトゴールド仕様のシンプルなモデルから、日常生活に有用なコンプリケーションを搭載したモデルま

で、きわめて多岐にわたる。今年は、現代人のためのカジュアル・エレガンスを体現した、アクアノート・クロ

ノグラフの新しいバージョンがこれに加わった。

アクアノート・クロノグラフ5968Gモデル：ミッドナイトブルーまたはカーキグリーンで装われた、
アクアノート・クロノグラフ初のホワイトゴールド・バージョン

2018年、パテック フィリップは、スポーティでダイナミックな精神に忠実に、紳士用アクアノート・コレク
ション初となるクロノグラフ5968A-001モデルを発表した。5968A-001モデルはステンレススチール・ケースに
ブラック文字盤を備え、コンポジット素材のブラック・バンドを装着し、オレンジのコンポジット・バンドが同

梱されていた。

マニュファクチュール パテック フィリップは、アクアノート・クロノグラフ初のホワイトゴールド・バージ
ョンを発表する。2つのニューバージョンは、外周に向かって濃くなるエレガントなブラック・グラデーション
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のミッドナイトブルー文字盤（5968G-001モデル）、および大胆なカーキグリーンの文字盤（5968G-010モデル）
を配し、これらにマッチするバンドを装着している。

このモデルの主要な美的特徴は、アクアノートのデザインにクロノグラフが調和よく統合され、ケース、ベゼ

ル、およびプッシュボタンにポリッシュ仕上げとサテン仕上げが組み合わされていることである。6時位置の60
分計のフォルムは、ベゼルの丸みを帯びた8角形からインスピレーションを得ている。縦長の2つのプッシュボ
タンは、ねじ込み式リュウズの上下（2時と4時位置）に配置されている。クロノグラフ表示（センター・クロ
ノグラフ秒針、15秒スケール、60分計）の白い輝きが、アクアノート・モデルに特徴的なエンボス・モチーフと
コントラストをなしている。夜光付ホワイトゴールドの植字数字とアワーマーカー、および幅広の夜光付バトン

型時・分針が最高の視認性を保証している。

このモデルに搭載されている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
は、伝統（コラムホイール制御）と革新（垂直ディスク・クラッチ）を融合している。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る。フ

ライバックは、クロノグラフ計測中に4時位置のゼロ復帰・フライバック・プッシュボタンを押すことにより、
クロノグラフを停止させることなく、直ちに次の計測を開始できる機能である。

直径42.2 mmのケースは12気圧防水である。超強靭な統合されたアクアノート・パターンのコンポジット・
バンドは、独立した4つの止め金により安全性を高めた、特許取得のパテック フィリップ折り畳み式バックルを
装着している。2つのニューバージョンは、現行コレクションのステンレススチール仕様5968A-001モデルに加
わる。

《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

広告・広報部 部長

大塚 和泉

電　話：0 3  -  5 2 0 9  -  8 0 1 8 （直通）

ＦＡＸ：0 3  -  3 2 5 6  -  7 5 5 8

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：0 3  -  3 2 5 5  -  8 1 0 9

パテック フィリップ ホームページ：https://www.patek.com
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技術仕様 1

ステンレススチール仕様のクォーツ・アクアノート・ルーチェ 5267/200A-001、5267/200A-010およ

び5267/200A-011モデル

ムーブメント： キャリバー E 23-250 S C 

 クォーツ、センターセコンド、日付を窓表示

直径： 23.9 mm

厚さ： 2.5 mm

部品総数： 80個

石数： 8石

クォーツ周波数： 32,768 Hz

電　池： 酸化銀電池1.55 V

電池寿命： 約3年

表　示： 指　針：時・分針、センターセコンド

 表示窓：日付表示（3時位置）

セッティング機能： リュウズの3位置：

 押し込まれた位置：通常の使用

 1段引き出した位置：日付合わせ

 2段引き出した位置：時刻合わせ、ムーブメントの停止

外　装

ケース： ステンレススチール仕様、ベゼルに48個のブリリアント・カット、ピュア・トップウ

ェッセルトン・ダイヤモンド（約1.11カラット）をセッティング 

ねじ込み式リュウズ、12気圧防水

ケース寸法： 直径（10〜4時位置）：38.8 mm
 幅（9〜3時位置、リュウズを含む）：40.95 mm
 長さ（ラグを含む）：45.4 mm
 厚さ：8.61 mm

 ラグ間隔：19.03 mm

文字盤： ・真鍮、アクアノート・エンボス・モチーフ、ブラック（5267/200A-001）、マット・

　ホワイト（5267/200A-010）またはカーキグリーン（5267/200A-011）のニス塗装

 ・18金ホワイトゴールド植字アラビア数字（マット・ホワイト・バージョンはブラッ

 　ク仕上げ18金ホワイトゴールド）・

 ・スーパールミノヴァ夜光付18金ホワイトゴールド《バトン型》時・分針
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 ・カウンターウェイト付ブロンズ製アロー型秒針

バンド： 牽引、摩耗、塩水、紫外線に対する優れた耐性を誇るコンポジット素材、文字盤にマ

ッチしたアクアノート・パターン、独立した4つの止め金により安全性を高めた、特

許取得のステンレススチール折り畳み式バックル付

技術仕様 2

ローズゴールド仕様の自動巻アクアノート・ルーチェ 5268/200R-001モデル

ムーブメント： キャリバー 26-330 S C 

 機械式自動巻ムーブメント、センターセコンド、日付を窓表示

直径： 27 mm

厚さ： 3.3 mm

部品総数： 212個

石数： 30石

連続駆動可能時間： 最小35時間、最大45時間

自動巻ローター： 21金中央ローター、単方向巻き上げ式

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

表　示： 指　針：時・分針、センターセコンド

 表示窓：日付表示（3時位置）

セッティング機能： リュウズの3位置：

 ネジを緩めた位置：巻き上げ

 1段引き出した位置：日付合わせ

 2段引き出した位置：時刻合わせ

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、ベゼルに48個のブリリアント・カット、ピュア・トップ

ウェッセルトン・ダイヤモンド（約1.11カラット）をセッティング 

ねじ込み式リュウズ、12気圧防水
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ケース寸法： 直径（10〜4時位置）：38.8 mm
 幅（9〜3時位置、リュウズを含む）：40.95 mm
 長さ（ラグを含む）：45.4 mm
 厚さ：8.5 mm

 ラグ間隔：19.03 mm

文字盤： ・真鍮、アクアノート・エンボス・モチーフ、マット・ホワイトのニス塗装

 ・18金ローズゴールド植字アラビア数字

 ・スーパールミノヴァ夜光付18金ローズゴールド《バトン型》時・分針

 ・カウンターウェイト付Pfinodal（高性能銅合金）製ローズゴールドめっきアロー型

 　秒針

バンド： 牽引、摩耗、塩水、紫外線に対する優れた耐性を誇るコンポジット素材、文字盤にマ

ッチしたアクアノート・パターン、独立した4つの止め金により安全性を高めた、特

許取得の18金ローズゴールド折り畳み式バックル付

技術仕様 3

アクアノート・ルーチェ・トラベルタイム5269/200R-001モデル

ムーブメント： キャリバー E 23-250 S FUS 24H 

 クォーツ、センターセコンド、デュアル・タイムゾーン（現地時刻と出発地時刻）、

出発地の昼夜表示

直径： 23.9 mm

厚さ： 2.95 mm

部品総数： 96個

石数： 9石

クォーツ周波数： 32,768 Hz

電　池： 酸化銀電池1.55 V

電池寿命： 約3年

表　示： 指　針：現地時刻（通常の時針）、出発地時刻（スケルトン時針）、分針、センター

 セコンド

 表示窓：昼夜表示（6時位置）

セッティング機能： リュウズの3位置：

 押し込まれた位置：通常の使用

 1段引き出した位置：現地時刻調整（時計回りまたは反時計回りに回して1時間単位

 で前進・後退）

 2段引き出した位置：時刻合わせ、ムーブメントの停止
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外　装

ケース： 18金ローズゴールド仕様、ベゼルに48個のブリリアント・カット、ピュア・トップ

ウェッセルトン・ダイヤモンド（約1.11カラット）をセッティング 

6気圧防水

ケース寸法： 直径（10〜4時位置）：38.8 mm
 幅（9〜3時位置、リュウズを含む）：40.9 mm
 長さ（ラグを含む）：45.4 mm
 厚さ：8.77 mm

 ラグ間隔：19.03 mm

文字盤： ・真鍮、アクアノート・エンボス・モチーフ、マット・ホワイトのニス塗装

 ・18金ローズゴールド植字アラビア数字

 ・スーパールミノヴァ夜光付18金ローズゴールド《バトン型》現地時刻表示用時針

　と分針

 ・18金ローズゴールド《バトン型》出発地時刻表示用時針

 ・カウンターウェイト付Pfinodal（高性能銅合金）製ローズゴールドめっきアロー型

 　秒針

バンド： 牽引、摩耗、塩水、紫外線に対する優れた耐性を誇るコンポジット素材、文字盤にマ

ッチしたアクアノート・パターン、独立した4つの止め金により安全性を高めた、特

許取得の18金ローズゴールド折り畳み式バックル付

技術仕様 4

アクアノート・クロノグラフ5968G-001および5968G-010モデル

ムーブメント： キャリバー CH 28-520 C 

 機械式自動巻ムーブメント、フライバック・クロノグラフ、60分計、日付を窓表示

径： 30 mm （ベース・ムーブメント30 mm、クロノグラフ・モジュール30 mm）

厚さ： 6.63 mm （ベース・ムーブメント 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

自動巻ローター： 21金中央ローター、単方向巻き上げ式

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
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セッティング機能： リュウズの2位置

 ・押し込んだ位置： 巻き上げ

 ・引き出した位置： 時刻合わせ

表　示： 指　針：時・分針、クロノグラフ秒針/センターセコンド、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）

 18 金ホワイトゴールドの象嵌を施した黒檀のファンクション・ペンシルが付属

プッシュボタン： クロノグラフ・スタート、ストップ（2時位置）

 クロノグラフ・ゼロ復帰、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： 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 

ねじ込み式リュウズ、12気圧防水

ケース寸法： 直径（10〜4時位置）：42.2 mm
 幅（9〜3時位置、リュウズを含む）：45 mm
 長さ（ラグを含む）：50.1 mm
 厚さ：11.9 mm

 ラグ間隔：22 mm

文字盤： ・真鍮、アクアノート・エンボス・モチーフ、サンバースト、外周に向かって濃くなる

 　ブラック・グラデーションのミッドナイトブルー PVDコーティング（5968G-001

 　モデル）、カーキグリーンのニス塗装（5968G-010モデル）

 ・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18金ホワイトゴールド植字アワーマーカー

 ・スーパールミノヴァ夜光付18金ローズゴールド《バトン型》時・分針

 ・カウンターウェイト付スチール製ホワイト塗装アロー型クロノグラフ秒針/センタ

 　ーセコンド

 ・真鍮製ホワイト塗装《バトン型》60分計表示針

バンド： 牽引、摩耗、塩水、紫外線に対する優れた耐性を誇るコンポジット素材、文字盤にマ

ッチしたアクアノート・パターン、独立した4つの止め金により安全性を高めた、特

許取得の18金ホワイトゴールド折り畳み式バックル付


