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アクアノート・ルーチェ《レインボー》クロノグラフ7968/300R-001モデル
バゲットカット・ダイヤとバゲットカット・サファイヤが虹色に輝く、アクアノート・ルーチェ・コレ
クション最初のクロノグラフ・モデル

パテック フィリップは婦人用コレクションを充実させ、《コンテンポラリー・カジュアル・シック》なアクア
ノート・ルーチェに、初めてクロノグラフ・ムーブメントを搭載したモデルを発表する。このニューモデルは、
パテック フィリップ初の自動巻婦人用クロノグラフでもある。マニュファクチュール パテック フィリップは、
その創造性とマスター・ジュエラーのノウハウを活用し、このローズゴールドのタイムピースをフレッシュで比
類のないスタイルを誇る希少な宝物に変身させた。

1997年に発表されたアクアノートの婦人用バージョンとして2004年に発表されて以来、アクアノート・ルー
チェは、そのユニークなスタイルと、あらゆる場面で発揮されるエレガンスを評価する、すべての女性たちを魅
了してきた。ベゼルのダイヤモンドの輝きから《ルーチェ》（イタリア語で光の意）と名付けられ、今日、クォー
ツ・ムーブメントを搭載し、ブラック（5267/200A-001モデル）、マットホワイト（5267/200A-010モデル）また
はカーキグリーン（5267/200A-011モデル）の文字盤とバンドを備えた3つのステンレススチール・モデル、お
よび自動巻キャリバー 26-330 S Cを搭載し、マットホワイト（5268/200R-001モデル）の文字盤とバンドを備え
たローズゴールド・バージョンがある。

2021年、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、初の追加機能であるトラベルタ
イム（デュアル・タイムゾーン）を搭載した。その結果、現地時刻の調整をリュウズで行う革新的なクォーツ・
ムーブメントを搭載した、きわめて有用でエレガントなトラベル・ウォッチが実現した。ローズゴールド・ケー
ス、マットホワイトの文字盤とバンドにより際立っている（アクアノート・ルーチェ・トラベルタイム
5269/200R-001モデル）。

パテック フィリップの婦人用コレクションにおける 2 つのデビュー

今日、パテック フィリップはさらに一歩進み、第2のコンプリケーション機能であるクロノグラフをアクアノ
ート・ルーチェ・コレクションに加えた。2009年、マニュファクチュール パテック フィリップは、クッション
型の婦人用タイムピース（レディス・ファースト・クロノグラフ7071モデル）において、クラシックなアーキ
テクチャーを備えた新しい完全自社開発・製造の手巻クロノグラフ・ムーブメント、キャリバー CH 29-535 PS
を発表した。今日、この新しいムーブメントは、きわめて女性的な婦人用クロノグラフ、カラトラバ7150/250R-
001モデルに搭載されている。新しいアクアノート・ルーチェ 7968/300R-001モデルは、このカジュアルでエレ
ガントなタイムピースの理想的な伴侶といえる、自動巻クロノグラフ・ムーブメントを搭載した最初のパテック 
フィリップ婦人用タイムピースである。

新しいアクアノート・ルーチェ《レインボー》クロノグラフ7968/300R-001モデルは、垂直ディスク・クラッ
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チ、および6時位置に大型の60分計を備えた自動巻ムーブメント、キャリバー CH 28-520を搭載している。磨耗
を最小限に抑えたモダンなクラッチにより、精度とパワーリザーブに影響を与えることなく、クロノグラフ秒針
を常時作動させてセンターセコンドとして使用することもできる。4時位置のプッシュボタンのフライバック機
能を使用すると、クロノグラフによる計測中、またはクロノグラフ秒針を常時作動させて秒針として使用中に、
新たな計測をいつでも開始することができる。

魅惑的な宝飾芸術

アクアノート・ルーチェは、ベゼルにブリリアントカット・ダイヤモンドをセッティングしたモデルに加え、
すでにいくつかのジュエリー・モデルが発表されてきた。これらは、独自性溢れるケース・デザインが希少な貴
石で強調され、ユニークな輝きを放っている。アクアノート・ルーチェ・ハイジュエリー 5062/450R-001モデル
は、スノー・セッティング、インビジブル・セッティングなど最も高度なジェム・セッティング技術を組み合わ
せている。またアクアノート・ルーチェ・ハイジュエリー 5072R-001モデルは、バゲットカット・ダイヤで装飾
されたベゼルと、ラック仕上げとエングレービングを施し、独創的なチェッカー模様を見せるマザーオブパール
文字盤を備えている。

パテック フィリップは、アクアノート・ルーチェ初のクロノグラフ・モデルにおいて、さまざまなカラーの
貴石を用いたまったく新しい道を選択した。このジェム・セッティング形式は、ハイジュエリー・ミニット・リ
ピーター《四季のシンフォニー》7002/450G-013モデル（2016年）などの婦人用モデルですでに使用されている。
このモデルでは、ダイヤモンド・パヴェの文字盤にカラー・サファイヤが散りばめられている。アールデコ様式
からインスピレーションを得たハイジュエリー《ディアブロティーヌ》4898/1450G-010モデル（2017年ニュー
ヨーク開催のパテック フィリップ・ウォッチアート・グランド・エグジビションにて発表）においては、外装
に合計2,059個のさまざまなカラーの貴石を配している。

新しい7968/モデル300R-001アクアノート・ルーチェ《レインボー》クロノグラフにおいてパテック フィリ
ップは、真の虹色を選択した。8角形のベゼルには、バゲットカットの貴石が2列に配置されている。内側の列
は、40個の希少なピュア・トップウェッセルトン・ダイヤモンド（2.05カラット）で構成されている。少し傾
いた外側の列には、虹色をなす40個のバゲットカット・サファイヤ（2.31カラット）がセッティングされてい
る。各々のサファイヤは、カラーの完璧なグラデーションを実現するために一つひとつ手作業で入念に選択さ
れている。パテック フィリップは、この2列の貴石を精緻な《インビジブル・セッティング》技法により配置
している。この技法は、貴石の下部のファセットに水平な溝を刻み、外側から見えない《金属レール》にこれ
を固定する方法である。

色彩のメドレーは、アクアノートの典型的なモチーフを刻んだマザーオブパール文字盤にも見られる。ベゼル
のカラー・グラデーションとコーディネートさせたバゲットカット・サファイヤ（0.31カラット）による12個の
ローズゴールド植字アワーマーカーが配置され、ローズゴールドのホワイト夜光付時・分針により、すばやく容
易に時刻を読むことができる。

ケース径は39.9 mmである。2つのクロノグラフ・プッシュボタンは、マニュファクチュールの職人が手作業
でポリッシュ仕上げとサテン仕上げを施している。搭載されたキャリバー CH 28-520もパテック フィリップ・
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シールの厳格な認定規準に完全に準拠して仕上げられている。その精緻な仕上がりは、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。

気分と好みに合わせて着用できるように、このタイムピースには、レッド（装着）、マット・ベージュ、マッ
ト・ホワイト（同梱）の、きわめて耐久性の高いコンポジット素材の3本のバンドが付属している。特許取得の
パテック フィリップ折り畳み式バックルには、10個のバゲットカット・ダイヤモンド（0.36カラット）がセッ
ティングされている。

《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

《報道資料》ページ 3



《報道資料》ページ 4

技術仕様

アクアノート・ルーチェ《レインボー》クロノグラフ 7968/300R-001 モデル

ムーブメント： キャリバー CH 28-520
 自動巻ムーブメント、フライバック・クロノグラフ、60 分計

総　径： 30 mm
厚　さ： 5.3 mm
部品総数： 259 個
石　数： 32 石
連続駆動可能時間： 最小 50 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
テンプ： Gyromax®
振動数： 28,800 振動（片道）/ 時（4 Hz）
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：巻き上げ
 ・引き出した位置：時刻合わせ

表　示： 指　針：
 ・時・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）

 プッシュボタン：
 ・クロノグラフのスタートとストップ（2 時位置）
 ・クロノグラフのゼロ復帰、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 金ローズゴールド仕様
 バゲットカット・カラー・サファイヤとバゲットカット・ダイヤモンド付ベゼル
 サファイヤクリスタル・バック
 3 気圧防水
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ケース寸法： 直径（10 〜 4 時位置）：39.9 mm
 幅（9 〜 3 時位置、リュウズを含む）：42.02 mm
 長さ（ラグを含む）：47.24 mm
 厚さ：10.37 mm
 ラグ間隔：21 mm

文字盤： ・アクアノート・パターンを刻んだホワイト・マザーオブパール
 ・18 金ローズゴールドの植字アラビア数字
 ・ バゲットカット・カラー・サファイヤをセッティングした 12 個の 18 金ローズゴー

ルド植字アワーマーカー
 ・スーパールミノヴァ夜光付 18 金ローズゴールドのバトン型時・分針
 ・ ローズゴールドめっきスチール製カウンターウェイト付アロー型クロノグラフ秒針

（センターセコンド）
 ・ローズゴールドめっき真鍮製バトン型 60 分計指針

バンド： ・ 耐水性、耐摩耗性、耐紫外線性を備えたコンポジット素材、文字盤にマッチするチ
ェッカー模様

 ・ 3 本のバンドが付属：レッド（装着）、マット・ベージュ、マット・ホワイト（同梱）
 ・ バゲットカット・ダイヤモンドがセッティングされ、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・パテック フィリップ折り畳み
式バックル

貴石： ・ベゼルに40個のバゲット・カラー・サファイヤ（2.31カラット）
 ・ベゼルに40個のバゲットカット・ダイヤモンド（2.05カラット）
 ・文字盤のアワーマーカーに12個のバゲット・カラー・サファイヤ（0.31カラット）
 ・バックルに10個のダイヤモンド（0.36カラット）
 合計：52個のバゲットカラー・サファイヤ（2.62カラット）、および50個のバゲット

カット・ダイヤモンド（2.41カラット）


