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パテック フィリップ、活動的な現代女性の毎日の伴侶となる、3つの新しいTwenty~4モデルを発表 

マニュファクチュール パテック フィリップは、時を超越した女性のエレガンスを象徴する、Twenty~4コレ
クションに新たな息吹を与え続けている。クォーツ・ムーブメントを搭載した《マンシェット》（カフスタイル）

タイプのTwenty~4には、チョコレートブラウン・ソレイユ文字盤を備えたローズゴールド仕様のニューバージ
ョンが加わる。一方、ラウンド型のTwenty~4 Automaticには、2つのニューモデルが登場する。ひとつはオリ
ーブグリーン・ソレイユ文字盤を備えたステンレススチール・モデル、もうひとつはローズゴールドめっきの

ソレイユ文字盤を備えたローズゴールド・モデルである。パテック フィリップ・スタイルのこれら3つの新たな
表現は、日常生活のあらゆる瞬間を美しく装うことだろう。

Twenty~4とは、昼夜24時間にわたる、豊かで多様な生活のすべての場面を意味している。1999年、最初の婦
人用コレクションを発表した時、パテック フィリップは、活動的な現代女性の多忙な毎日を念頭に置いていた。
洗練され、エレガントな独立した現代の女性たちである。こうして仕事でも家庭でも、余暇の時間にも、あらゆ

る場面で着用できる、強い個性を備えたタイムピースが誕生した。それは、ファッショナブルなビジネスウェア

にも、最高にエレガントなイブニングドレスにも完璧にマッチする、時を超越したスタイルの時計であった。

Twenty~4クォーツ《マンシェット》モデルは、わずかに反ったレクタングラー型ケースと、植字ローマ数字
を配した文字盤を特徴とし、さまざまなバージョンが登場してきた。2018年、パテック フィリップは、21世紀
の女性たちのニーズと、機械式ムーブメントに対する関心の高まりに応え、Twenty~4 Automaticを発表した。
このモデルは、ラウンド型ケースとアラビア数字の文字盤で際立っているが、《マンシェット》モデルと同じエ

クスクルーシブなブレスレットと、どのような場面にもマッチするクラシック・モダンのスピリットを継承して

いる。2020年、マニュファクチュール パテック フィリップは、植字アラビア数字を配した文字盤により、《マン
シェット》モデルにも新しい顔を与えた。これらの創造的な動きは、今回の3つの新しいTwenty~4モデルにも
受け継がれている。その結果、今日女性たちは、ラウンド型または《マンシェット》スタイル、クォーツまたは

自動巻ムーブメント、ステンレススチールまたはローズゴールドのケースとブレスレット、多彩な文字盤カラ

ー、そして控え目なものから絢爛豪華なものに至るダイヤモンド・セッティング・モデルを含む、合計12種類
からライフスタイル・コンパニオンを選択できることになったのである。

チョコレートブラウン・ソレイユ文字盤を備えたローズゴールド仕様のニューモデル、 

Twenty~4 4910/1201R-001モデル

新しい文字盤デザインを採用した3番目のTwenty~4 《マンシェット》モデルである4910/1201R-001モデル
は、18金ローズゴールドのケース、ブレスレットとチョコレートブラウン・ソレイユ文字盤を組み合わせ、温か
みのある洗練された女性的なスタイルを醸し出している。17個ずつ2列に並んだピュア・トップウェッセルト
ン・ダイヤモンド（合計34個、約0.57カラット）が最高の技術によりセッティングされ、2重の段差のついたレ
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クタングラー型ケースの特徴を強調している。ピュアなデザインの文字盤は、すべて夜光付ローズゴールドの植

字アラビア数字と《トラペーズ》インデックス、および丸みを帯びたバトン型時・分針を配している。リュウズ

は、パテック フィリップのエンブレムであるカラトラバ十字で装飾されている。折り畳み式バックルを備えた
ローズゴールド・ブレスレットは、それ自体がジュエリーともいうことができる。完璧にポリッシュ仕上げさ

れ、手首に滑らかで心地よい感触を与える。パテック フィリップのキャリバー E15クォーツ・ムーブメントの機
械式構成部品は、機械式ムーブメントのものと同じ卓越したクラフトマンシップにより製作されている。新しい

Twenty~4 《マンシェット》4910/1201R-001モデルは、ブルー・ソレイユ文字盤（4910/1200A-001モデル）また
はグレー・ソレイユ文字盤（4910/1200A-010モデル）を備えたステンレススチール仕様の現行モデルに加わる。

オリーブグリーン・ソレイユ文字盤を備えたステンレススチール仕様のニューモデル、 

Twenty~4 Automatic 7300/1200A-011モデル

このステンレススチール仕様の新しいTwenty~4 Automaticは、オリーブグリーンのエレガントな文字盤で際
立っている。このカラーは、現代のパテック フィリップ・コレクションで今回初めて登場し、放射状・ソレイ
ユ仕上げにより輝かしい効果を発揮している。ホワイトゴールドの植字アラビア数字とホワイトゴールドの時・

分針は夜光付となっており、暗闇でも卓越した視認性を誇る。6時位置の日付表示窓は、ホワイトゴールドのフ
レームで縁取られている。ピュアなラウンド型ケースは、《ダンテール》（レース・スタイル）と呼ばれるジェ

ム・セッティング技術により、互いにずらして2列に配置された160個のダイヤモンド（約0.77カラット）で装
飾されている。サファイヤクリスタル・バックを通して、キャリバー 324 S C自動巻ムーブメントの贅沢な手仕
上げと装飾を鑑賞することができる。洗練されたスチール・ブレスレットは、独立した4つの止め金を備え、安
全性を高めた新しい特許取得の折り畳み式バックルを備えている。新しいTwenty~4 Automatic 7300/1200A-011
モデルは、ブルー・ソレイユ文字盤（7300/1200A-001モデル）またはグレー・ソレイユ文字盤（7300/1200A-
010）を備えたステンレススチール仕様の現行モデルに加わる。

ローズゴールドめっきのソレイユ文字盤を備えたローズゴールド仕様のニューモデル、 

Twenty~4 Automatic 7300/1200R-011モデル

新しいTwenty~4 Automatic 7300/1200R-011モデルは、温かみのある光沢を持ったローズゴールドのケース、
ローズゴールドめっきのソレイユ文字盤と、いずれもローズゴールドの時・分針、植字アラビア数字、日付表示

窓のフレームを備えている。《ダンテール》（レース・スタイル）と呼ばれるジェム・セッティング技術により、

ベゼルに配置された2列のダイヤモンドが輝きを添え、サファイヤクリスタル・バックを通してキャリバー 324 
S C自動巻ムーブメントの精緻な仕上がりと装飾を鑑賞することができる。しなやかで快適なローズゴールドの
ブレスレットは、完璧にポリッシュ仕上げされた3列のリンクからなり、新しい特許取得の折り畳み式バックル
が快適な装着感をさらに増している。新しいTwenty~4 Automatic 7300/1200R-011モデルは、チョコレートブラ
ウン・ソレイユ文字盤（7300/1200R-001モデル）または《山東絹》装飾の文字盤（7300/1200R-010モデル）を
備えたローズゴールド仕様の現行モデル、およびジュエリー・バージョン（7300/1201R-001と7300/1201R-010
モデル）、ハイジュエリー・バージョン（7300/1450R-001モデル）の現行モデルに加わる。
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技術仕様 1

Twenty~4クォーツ4910/1201R-001モデル

ムーブメント： キャリバー E15 

 クォーツ

サイズ： 15 x 13 mm

厚　さ： 1.8 mm

部品総数： 57個

石　数： 6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

リュウズの機能： 引き出した位置：ムーブメントの停止・時刻合わせ

外　装

ケース： 18金ローズゴールド、ケースに34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0.57カラット）をセッティング 

ソリッド・ケースバック 

防水リュウズ 

3気圧防水

サイズ： 25.1 x 30 mm

厚さ： 6.8 mm 

ラグ間隔：14.1 mm

文字盤： ・チョコレートブラウン・ソレイユ文字盤

 ・スーパールミノヴァ夜光付18金ローズゴールド植字アラビア数字と 

・《トラペーズ》インデックス

 ・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

ブレスレット： 18金ローズゴールド、折り畳み式バックル付
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技術仕様 2

Twenty~4 Automatic 7300/1200A-011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： 27 mm

厚　さ： 3.57 mm

部品総数： 217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

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：

 ・時針、分針、秒針（センター）

 表示窓：

 ・日付表示（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　法： 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
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文字盤： オリーブグリーン・ソレイユ文字盤 

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丸みを帯びた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、バックルが不用意に開くこと

を防止
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技術仕様 3

Twenty~4 Automatic 7300/1200R-011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： 27 mm

厚　さ： 3.57 mm

部品総数： 217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

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：

 ・時針、分針、秒針（センター）

 表示窓：

 ・日付表示（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
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寸　法： 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

文字盤： ローズゴールドめっきのソレイユ文字盤 

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丸みを帯びた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： 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、バックルが不用意に開くこと

を防止


