I W C がクロノグラフ機能を備えた

初のビッグ・パイロット・ウォッチを発 表
シャフハウゼン、2021 年 11 月 25 日 – IWC シャフハウゼンは、クロノグラフ機能を備えた初のビッグ・パイロット・ウォッチ、ビッグ・

パイロット・ウォッチ・モノプッシャー “プティ・プランス” を発表しました。この機械式ストップウォッチは、独特な円錐型リューズに
美しく組み込まれた、1 つのプッシュボタンで操作します。500 個限定の “プティ・プランス” は、個性的なディープブルーのサンバー

スト仕上げの文字盤とステンレススティールケースが特徴です。
クロノグラフは IWC の中核をなす技術です。機械式ストップ

ウォッチも、IWC のパイロット・ウォッチ・コレクションの主力

をなしています。そして今、スイスの高級時計メーカーの IWC

は、このブランドを象徴するパイロット・ウォッチとクロノグラ

フ機能とを初めて組み合わせることになりました。

IWC シャフハウゼンのクリエイティブ・ディレクター、クリスチャ
ン・クヌープは、このように語ります。
「IWC は、つねに製造上
の課題に取り組み、技術的に洗練されたソリューションを見出

してきました。以前から、クロノグラフ機能を組み込んだビッ
グ・パイロット・ウォッチをつくりたいと考えてきましたが、大

型ケースと円錐形リューズを備え、なおかつケース側面に 2 つ

のクロノグラフプッシュボタンが付いたデザインを容易に想像

するのは、難しいです。そこで、モノプッシャー・クロノグラフを
組み込むという、驚くべきアイデアで、さらに同時に論理的で

もある解決策を思いついたのです。
」

モノプッシャー・クロノグラフは、リューズに組み込まれた 1 つ
のプッシュボタンによって操作するので、非常に使い勝手に優

れ、実用的です。ボタンを 1 回押すと、新しい計時がスタート

ぎ、ビッグ・パイロット・ウォッチ・モノプッシャー “プティ・プラ

ンス” には、特徴的なディープブルーのサンバースト仕上げの
文字盤が備わります。ケースはステンレススティール製で、ロ

ジウムメッキの針が採用されています。さらに、針、インデック

ス、アプライドの数字には夜光塗料が塗布され、夜間でも文
字盤が読みとりやすくなっています。

IWC のキャリバー 59365 は、IWC の 3 つの自社製クロノグ
ラフムーブメントの 1 つです。ここには、キャリバーファミリー
69000 と 89000 のムーブメントと並んで、IWC がクロノグラ

フの設計と製造において獲得してきた技術を集約した専門知

識が遺憾なく発揮されています。同時に、このブランド唯一の
手巻き式クロノグラフムーブメントでもあり、リューズを 70 回

まわすだけで、最大となる 8 日間のパワーリザーブが蓄えられ

ます。主ゼンマイの残りエネルギーを表示するパワーリザーブ

インジケーターは、サファイアガラスの裏蓋から見ることがで

きます。

ビッグ・パイロット・ウォッチ・モノプッシャー “プティ・プラン

ス” は、フォールディングバックル付きのブラウンのカーフスキ

します。2 回目にボタンを押すと、計時がストップします。計測

ン・ストラップとコーディネートされ、IWC ブティック、正規取

ます。3 回目にプッシュボタンを押すと、クロノグラフがリセッ

イムピースは My IWC サービスプログラムの対象となりますの

された時間（最長 1 時間）は、12 時位置の積算計に表示され

トされます。

アントワーヌ・ド・サン = テグジュペリの世界的に有名な小説

扱店、およびオンラインの IWC.com で販売されます。このタ

で、標準の 2 年間の国際限定保証に加え、さらに 6 年延長サー
ビスがご利用いただけます。

『星の王子様』にちなんだ IWC のスペシャルの伝統を受け継
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ビッグ・パイロット・ウォッチ・モノプッシャー
“プティ・プランス”
R E F. I W 5 1 5 2 0 2

特徴
機械式ムーブメント – 分・秒の停止機能を備えたモノプッシャー・クロノグラフ – パワーリザーブ表示 – 日付

表示 – 秒停止機構 – 気圧降下による変形に耐えられるガラス – サファイアガラス製シースルーケースバック –

500 個限定

ムーブメント
IWC自社製キャリバー

振動数
石数

パワーリザーブ
巻き上げ

59365
28,800回／時（4 Hz）
36
192時間（8日間）
手巻き

時計
素材	
ステンレススティールケース、ディープブルーの文字盤、ロジウムメッキの針と

アプライド・インデックス、ブラウンのカーフスキン・ストラップおよびフォール

ガラス

防水性

直径
厚さ

ディングバックル

両面反射防止加工を施したドーム型サファイアガラス

6気圧
46.2 mm
14.6 mm
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I W C 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、先進的な米国の製造方

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

ダ ウン ロ ード
ビッグ・パイロット・ウォッチ・モノプッシャー

“プティ・プランス”の画像は、press.iwc.comで

ダウンロードいただけます。

お問い合わせ

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
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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。
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