
IWCが米国海軍飛行隊との 

協力から着想を得た 

セラミック・クロノグラフを発売

シャフハウゼン発、2021年9月9日 – このたび、IWCシャフハウゼンは3つの新しいパイロット・ウォッチ・コレクションのクロノ
グラフを発売しました。新しいセラミック・モデルは、米国海軍の選ばれた飛行隊と協力するミリタリー・プログラムの一環として
IWCがつくったタイムピースに直接インスピレーションを得ています。パイロット・ウォッチ・クロノグラフの「ロイヤルメイス」、「トッ
プハッターズ」、「ブルー・エンジェルス®」の各エディションは、いずれも文字盤に各飛行隊の徽章をあしらい、対応する部隊のカ
ラースキームを用いた魅力的なディテールが備わっています。

85 年前に初めてパイロット・ウォッチを設計して以来、IWC は
ずっとパイロットたちと様々な意見交換を行い、パイロット特
有のニーズや要望を正確に理解してきました。こうした意見交
換は、イギリス空軍向けのマーク11 などの軍用規格の時計を
開発する上で、特に重要でした。現在でも、IWC は米国海軍
とのパートナーシップから生まれたミリタリー・プログラムの
一環として、こうした意見交換を続けています。2018 年以来、
IWC は、ブルー・エンジェルス ® やアクティブな 247 個の飛行
隊、ノンアクティブな100 個の飛行隊を含む、米国海軍および
海兵隊のすべての航空部隊の時計開発に関するライセンスを
得ています。IWC は 12を超える飛行隊と協力し、現役隊員と
元隊員だけが購入可能なスペシャルエディションをつくってき
ました。

IWCシャフハウゼンのCEO、クリストフ・グランジェ・ヘアは、
こう言います。「IWCのミリタリー・プログラムは、当社のエン
ジニアとデザイナーにとって、米国海軍をはじめ世界中の軍隊
のエリート・パイロットと意見を交換するための重要なプラッ
トフォームとなっています。こうしたパイロットたちは、航空機
のコックピットの苛酷な環境において、毎日、当社の時計をテ
ストしてくれているようなものです。パイロットたちの反応は、
時計の品質と耐久性を高めるためだけでなく、ユニークな魅
力あるデザインをつくるうえでも、非常に貴重です。」

このたび、IWCでは、米国海軍の飛行隊とのコラボレーショ
ンに直接着想を得たパイロット・ウォッチ・コレクションにおい
て、3つの新しいクロノグラフを発売することになり、こうした
デザインの時計が初めてパイロット以外の人々でもご購入い
ただけるようになりました。この3つのクロノグラフは、それぞ
れ年間 500 本、限定生産されます。

「ロイヤルメイス」の愛称で知られる米国海兵隊の第 27 戦闘
攻撃飛行隊は、第 5 空母航空団に所属し、日本の岩国基地に
配備されています。パイロット・ウォッチ・クロノグラフ「ロイヤ
ルメイス」エディション（Ref. IW389107）は、IWC がこの飛
行隊の隊員と一緒に開発した軍専用エディションに着想を得
ています。ケースはブラックのジルコニア・セラミック製です。
プッシュボタンとリューズはセラタニウム ® でできています。文
字盤の6時位置に配された「メイス」の徽章とイエローの曜日・
日付表示が特徴です。ストラップのイエローのステッチ、クロノ
グラフ秒針の先端、スモールセコンドなどのディテールも、「メ
イス」の特徴的なカラーで仕上げられています。裏蓋はグレー
ド5のチタン製で、この飛行隊の戦闘機F/A-18Eスーパーホー
ネットの雄姿とともに、飛行隊の正式名称「VFA-27」の文字
が刻まれています。
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「トップハッターズ」の愛称をもつ第 14 戦闘攻撃飛行隊の本
拠地となっているのは、カリフォルニア州のリモア海軍航空基
地です。1919 年に結成された VFA-14 は、現在も活動して
いる海軍最古の飛行隊です。パイロット・ウォッチ・クロノグラ
フ「トップハッターズ」エディション（Ref. IW389108）のケー
スは、ブラックのジルコニア・セラミック製です。プッシュボタ
ンとリューズはセラタニウム ® でできています。IWC が開発し
たこの素材は、チタンと同じくらい軽くて堅牢で、なおかつセ
ラミックと同じくらい硬くて傷がつきにくいという特徴がありま
す。この飛行隊の古典的なシルクハット入りの徽章は、文字盤
の 6 時位置にあしらわれ、またチタン製の裏蓋にも刻まれて
います。曜日・日付表示、クロノグラフ秒針の先端、スモール
セコンド、ブラック・カーフスキン・ストラップのステッチなどの
ディテールは、この飛行隊の特徴的なレッドで仕上げられてい
ます。

1946 年に設立された米国海軍アクロバット飛行隊「ブルー・
エンジェルス ®」は、現在、海軍と海兵隊の141 人の隊員で構
成されています。パイロット・ウォッチ・クロノグラフ「ブルー・
エンジェルス®」エディション（Ref. IW389109）は、IWCのラ
イセンス契約から生まれた 3 番目のタイムピースです。このク
ロノグラフは、ペンサコーラ基地のブルー・エンジェルスの隊
員と一緒に開発された軍専用ウォッチに着想を得ており、ケー
スはブルーのセラミック製です。鮮やかな青は、ジルコニアと
他の金属酸化物を混合することで得られました。プッシュボタ
ンとリューズは、やはりIWC が開発したセラタニウム ® ででき
ています。文字盤の6 時位置には、「ブルー・エンジェルス®」を 

象徴するクレストと米国海軍の金の翼のマークがあしらわれ、
チタン製の裏蓋には独特な書体の文字が刻まれています。ク
ロノグラフ秒針、スモールセコンド、3 時位置の曜日・日付表
示などのディテールはイエローで仕上げられています。ブルー
のラバーストラップには布製インレイが備わっています。

自社製コラムホイール式クロノグラフムーブメント 

新しいクロノグラフには、IWC 製ムーブメント、キャリバー
69380 が搭載されています。この機械式クロノグラフムーブメ
ントは 231 個の部品で構成され、頑丈さ、信頼性、精度を重
視して設計されています。ストップウォッチ機能を制御するの
は、コラムホイールです。双方向爪巻き上げ機構によってエネ
ルギーが蓄えられ、46 時間のパワーリザーブを実現していま
す。時計には軟鉄製インナーケースが組み込まれ、磁場の影
響から効果的にムーブメントを保護しています。風防は、急激
な気圧の低下が生じても位置がずれないよう、特別な方法で
固定されています。

パイロット・ウォッチ・クロノグラフ「ロイヤルメイス」、「トッ
プハッターズ」、「ブルー・エンジェルス ®」の各エディション
は、2021 年 9 月 9 日 以 降、IWCブティック、正 規 代 理 店、 
IWC.com のオンラインショップでご注文いただけます。いず
れもMy IWCサービスプログラムの対象で、標準の 2 年間の
国際限定保証に加え、更に6 年延長サービスをご利用いただ
けます。
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特徴

機械式ムーブメント – ストップウォッチ機能（時・分・秒）– 日付・曜日表示 – 秒針停止機能付きスモールセコン
ド – 耐磁性軟鉄製インナーケース – ねじ込み式リューズ – 急激な気圧低下にも対応するサファイアガラス

 
ムーブメント

IWC自社製キャリバー 69380
振動数 28,800回／時（4 Hz）
石数 33
パワーリザーブ 46時間
巻き上げ 自動巻き

 
時計

素材  セラミック、ブラックの文字盤、ブラックの針、 
ブラックのカーフスキン・ストラップとイエローのステッチ

ガラス 両面反射防止加工を施したドーム型サファイアガラス
防水性 6気圧
直径 44.5 mm
厚さ 15.7 mm

パイロット・ウォッチ・クロノグラフ 

「ロイヤルメイス」エディション

R E F.  IW 3 8 91 07
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ド – 耐磁性軟鉄製インナーケース – ねじ込み式リューズ – 急激な気圧低下にも対応するサファイアガラス

 
ムーブメント

IWC自社製キャリバー 69380
振動数 28,800回／時（4 Hz）
石数 33
パワーリザーブ 46時間
巻き上げ 自動巻き

 
時計

素材  セラミック、ブラックの文字盤、ブラックの針、 
ブラックのカーフスキン・ストラップとレッドのステッチ

ガラス 両面反射防止加工を施したドーム型サファイアガラス
防水性 6気圧
直径 44.5 mm
厚さ 15.7 mm

パイロット・ウォッチ・クロノグラフ 

「トップハッターズ」エディション

R E F.  IW 3 8 91 0 8
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パイロット・ウォッチ・クロノグラフ 

「ブルー・エンジェルス ®」エディション

R E F.  IW3 8 91 09
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IWCシャフハウゼン

1868 年、米国の時計技師であり、起業家でもあったフロレン
タイン・アリオスト・ジョーンズはボストンからスイスへ渡り、
シャフハウゼンに「インターナショナル・ウォッチ・カンパニー」
を設立しました。彼が描いた夢は、先進的なアメリカの製造
方法とスイスの時計技師たちが持つ優れた職人技を組み合わ
せ、その時代の最高の懐中時計を作ることでした。そして彼は
IWCの独創的なエンジニアリング手法の基礎を築き上げ、ス
イスの地で機械式時計の集中生産を確立しました。

IWCシャフハウゼンは 150 年にわたる歴史の中で、正確かつ
頑丈で、顧客にとって使いやすいクロノグラフやカレンダーな
どの機能を組み合わせた時計を生み出すことで高い名声を得
てきました。また IWC は、チタンやセラミックなどの素材の先
駆者であり、チタンアルミやセラタニウム ® などの先進的な素
材を用いたテクニカルウォッチケースの製造もおこなっていま
す。華美な装飾よりも「形態は機能に従う」という原則を優先
するスイス時計メーカーとして、時代を超越した製品への思い
は、まさに人生を旅するオーナーたちの夢と志を体現してい
ます。

IWC は、責任を持って素材を調達し、環境への影響を最小限
に抑える措置を講じながら、何世代にもわたり受け継がれる
持続可能な時計を生み出しています。また、すべての従業員に
快適な職場環境を提供し、誇りをもって未来を担う時計職人
とエンジニアたちへのトレーニングを実施しています。さらに、
IWC は子供たちと青少年への支援に向けて世界的に活動し
ている組織とも提携しています。

ダウンロード

パイロット・ウォッチ・クロノグラフ 
「ロイヤルメイス」、「トップハッターズ」、 
「ブルー・エンジェルス®」エディションの画像は、 
press.iwc.com から無料でダウンロードいただけ 
ます。

お問い合わせ

IWCシャフハウゼン
広報部門
Email  press-iwc@iwc.com
Website  press.iwc.com

インターネットおよびソーシャルメディア

Website iwc.com/ja
Facebook facebook.com/IWCWatches
YouTube youtube.com/iwcwatches
Twitter twitter.com/iwc
LinkedIn linkedin.com/company/
 iwc-schaffhausen
Instagram instagram.com/iwcwatches_jp
Pinterest pinterest.com/iwcwatches
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