
IWCシャフハウゼンがメルセデス
AMG・“MERCEDES-AMG PETRONAS 

FORMULA ONE™ TEAM”  公式ウォッチを発表

シャフハウゼン／マイアミ、2022年5月5日 – このたび、初開催となるF1マイアミ・グランプリ™ にあわせ、IWCシャフハウ
ゼンとメルセデスAMG・ペトロナス・フォーミュラワン™・チームが初の公式チームウォッチを発表しました。軽量で耐久
性に優れたグレード5のチタンでできたパイロット・ウォッチ・クロノグラフ41  “MERCEDES-AMG   PETRONAS 
FORMULA ONE™ TEAM”  は、ブラックの文字盤に、チームの特徴であるペトロナスのグリーンのカラーを用いたプリン
トと夜光が配されています。IWC自社製ムーブメント、キャリバー69385を搭載したこのクロノグラフは、カーフスキンとラ
バーの2本のストラップが付属し、一体型のEasX-CHANGE® システムによってすばやく簡単に交換することができます。
このチームウォッチはオンライン（iwc.com）でのみ販売されます。

2013年以来、IWCシャフハウゼンはメルセデスAMG・ペ
トロナス・フォーミュラワン™・チームの公式エンジニアリ
ング・パートナーとなってきました。初開催となるF1マイア
ミ・グランプリ™のために、モータースポーツ界のエリート
たちが米国フロリダ州に集まる機会に、IWCのCEOである
クリストフ・グランジェ・ヘアと、メルセデスAMG・ペトロ
ナスF1™ チーム代表兼CEOのトト・ヴォルフは、コラボレー
ションの最新の成果を公表しました。長年にわたるパート
ナーシップで初めて、IWCがチーム公式ウォッチを開発し
たのです。このウォッチは、デザイナー、エアロダイナミシ
スト、レースエンジニア、ストラテジスト、メカニックを含
め、チーム全員が着用することになります。

IWCシャフハウゼンのCEO、クリストフ・グランジェ・ヘア
は次のように語りました。「精密時計もレースも、チームワ
ークの賜物です。どちらも、熟練した多くの人々による貴
重な貢献、最高のエンジニアリングへの関与、ものづくり
への情熱を抜きにしては、成り立たないでしょう。この新し
い時計は、IWCの象徴と化しているパイロット・クロノグラ
フのデザインと、最先端の素材およびムーブメント技術を
組み合わせたものです。」

メルセデスAMG・ペトロナス・フォーミュラワン™・チーム
代表兼CEOのトト・ヴォルフは、こう述べます。「IWCと一
緒に開発した初の公式チームウォッチを発表することがで
き、喜んでおります。このウォッチは、団結の精神とチーム
への帰属意識を強調するもので、過去10年間にわたって
築いてきたIWCとの関係を物語るものです。今週末、マイア
ミのコースサイドで、チームメンバーがこのウォッチを着用
しているのを見るのが楽しみです。」

パイロット・ウォッチ・クロノグラフ41  “MERCEDES-AMG 
PETRONAS FORMULA ONE™ TEAM”（Ref. IW388108）
は、軽量で驚くほどの硬度を備えたグレード5のチタンでで
きています。あらゆる金属で最高の比強度を誇るチタンは、
自動車産業においても、エンジンのバルブなどの極度の負
荷のかかる部品を製造するために、広く用いられています。
さらに、チタンは耐腐食性にもきわめて優れています。機械
加工とサンドブラスト加工を施すと、表面はグレーがかった
魅力的な輝きを放ちます。これに、チームの特徴的な色であ
るグリーンのプリントと夜光をあしらったブラックの文字盤
を加えることで、独特なデザインが完成しています。IWC自
社製クロノグラフ・ムーブメント、キャリバー69385は、231
個の部品からなる伝統的なコラムホイールデザインで、これ
はサファイアガラスの裏蓋から眺めることができます。双方
向爪巻き上げ機構が46時間のパワーリザーブを実現してい
ます。
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2 本 のストラップ による用 途 の 拡 大

このクロノグラフには2種類のストラップが付属します。1本
はブラックのエンボス加工を施したカーフスキン・ストラッ
プ、もう1本はグリーンのラバー・ストラップです。一体型の
EasX-CHANGE®システムにより、工具を必要とせずに、ボ
タンひとつで、すばやく簡単にストラップを交換することが
できます。このように、異なるストラップを選択し、簡単に
交換できることから、このパイロット・ウォッチ・クロノグラ
フ41  “MERCEDES-AMG  PETRONAS  FORMULA  ONE™ 
TEAM”  は非常に用途の広いスポーツウォッチとなってい
ます。

記 録 を 破るチ ームの 努 力

2014年から2021年シーズンまで、8つの選手権を制覇したメ
ルセデスAMG・ペトロナス・フォーミュラワン™・チームは、
コンストラクターズ・タイトルの最多連続記録を保持してい
ます。モータースポーツの頂点において、これほど多くのチ
ームタイトルを連続して獲得したチームは、ほかに存在しま
せん。これらのタイトルを獲得したシーズンの間に、このチ
ームは160戦中、優勝を111回、表彰台に立つこと232回、ポ
ール・ポジション118回、ファーステスト・ラップ81回、ワン・
ツー・フィニッシュ53回を達成しました。この快挙の背景に
は、数百人の熟練エンジニアを含む、900人を超えるプロか
らなるチームが存在します。この人々は、ロンドンの北西の
ブラックリーとブリックスワースにあるチームのテクノロジ
ーセンターで設計、開発、製造、組立を行い、選手権で勝て
るマシンをエントリーさせており、これをルイス・ハミルトンと
ジョージ・ラッセルが世界中のサーキットで操縦しています。

この新しい試みを記念し、マイアミのレースでは、チームの
2台のマシンとも、W13レース・カーの周囲に誇らしくIWCの
ロゴがあしらわれます。

パイロット・ウォッチ・クロノグラフ41  “MERCEDES-AMG 
PETRONAS  FORMULA  ONE™  TEAM”  は、Eブテイック
（iwc.com）でのみ販売されます。このタイムピースは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。

メル セデス A M G・ペトロナス・フォ ーミュラワン ™

メルセデスAMG・ペトロナス・フォーミュラワン™・チーム
は、モータースポーツの最高峰、FIAフォーミュラワン™ 世界
選手権で戦うメルセデス・ベンツのワークス・チームです。
フォーミュラワン™ は、モータースポーツ界では唯一無二
のもので、最先端テクノロジーとイノベーション、高性能の
管理と優れたチームワークを組み合わせた、技術的にも人
間的にも苛酷なチャレンジです。メルセデスAMG・ペトロ
ナス・フォーミュラワン™・チームでは、情熱と強い意志を持
った人々が一丸となって、マシンを設計、開発、製造し、エ
ントリーさせており、これを7度の世界チャンピオンに輝い
たルイス・ハミルトンと若いスターのジョージ・ラッセルが
操縦しています。このチームは、現在のハイブリッド時代に
おいて、F1での成功の新しいベンチマークを打ち立ててお
り、2014、2015、2016、2017、2018、2019、2020年と連続
してドライバーズおよびコンストラクターズ世界選手権を制
覇し、また2021年にはコンストラクターズ選手権を制覇し
ました。これらのタイトルを獲得したシーズンの間に、この
チームは160戦中、優勝を111回、表彰台に立つこと232回、
ポール・ポジション118回、ファーステスト・ラップ81回、 
ワン・ツー・フィニッシュ53回を達成しました。

詳しくは、「One Year On: Mercedes-AMG F1 Announces 
Positive Progress with Accelerate 25 Programme」
（mercedesamgf1.com）をご覧ください。
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特 徴

機械式ムーブメント、時・分・秒のクロノグラフ機能、日付と曜日の表示、秒停止機構、ねじ込み式リューズ、
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

 
ムーブメント

IWC自社製キャリバー 69385
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  チタン製ケース、ブラックの文字盤、ブラックの針、ブラックのエンボス加工
カーフスキン・ストラップ、グリーンのラバー・ストラップ

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 10気圧
直径 41 mm
厚さ 14.6 mm

パイロット・ウォッチ・クロノグラフ41 
“MERCEDES-AMG PETRONAS  

FORMULA ONE™ TEAM”
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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
41  “MERCEDES-AMG PETRONAS FORMULA 
ONE™ TEAM”  と、マイアミ・グランプリ™ での発
表の画像は、press.iwc.comで無料でダウンロー
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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