
IWCシャフハウゼンがキャリバー32000 
ファミリーのIWC自社製ムーブメントとサファイア

ガラスの裏蓋を採用した新しいポートフィノ・ 
オートマティック37コレクションを発売

シャフハウゼン、2022年9月8日。IWCシャフハウゼンでは、ポートフィノ・ラインの徹底的なアップデートの一環として、ケース
直径37 mmのポートフィノ・モデルの進化したコレクションを発表します。いずれも、5日間のパワーリザーブを備えた、キャリ
バー32000ファミリーのIWC自社製ムーブメントを搭載しています。ポートフィノ・オートマティック・ムーンフェイズ37は3つ
のバージョン、またクラシックなポートフィノ・オートマティック37は6つの新しいバージョンが用意されます。高級時計業界で
は初めて、IWCは完全なトレーサビリティを備えたスイス製カーフ・レザーでできたストラップを採用しました。どのストラップ
にも独自のコードが付いており、これを使ってオンラインで素材の調達源を追跡することができます。このコレクションの他
のモデルには、新開発のハイグレードな5リンク・メタル・ブレスレットが組み合わされます。

ポートフィノは、ラインの斬新さと純粋さに定評のある、 
洗練されたウォッチです。時代を超えたクラシックなデザイ
ンにより、並外れて用途が広く、カジュアルな服にもエレガ
ントな服にも合わせることができます。2014年以来、ポート
フィノ・オートマティック37は、IWCのレディース・ウォッチの
ポートフォリオの主力製品となってきました。新しいコレク
ションは、技術的に進化し、多くのディテールでアップグレー
ドされています。

キャリバー32000ファミリーの 
IWC 自 社 製ムーブメントとサファイアガラスの 裏 蓋

ポートフィノ・オートマティック37コレクションのどの新しい
モデルにも、キャリバー32000ファミリーのIWC自社製ムー 
ブメントが搭載され、ラチェット式自動巻きシステムと5日
間のパワーリザーブが備わります。このムーブメントは、 
ブルー仕上げのネジとゴールドメッキのローターを用いて
精巧に仕上げられており、サファイアガラスの裏蓋から眺め
ることができます。

ダイヤモンドの 大 型 化と 
セッティングの 改 善

ベゼルにダイヤモンドをセッティングしたモデルでは、ケー
スの形状が最適化され、従来よりも大きな1.7 mmのダイヤ
モンドがはめ込まれました。文字盤とケースには合計1.12
カラット近い72個のダイヤモンドが飾られています。さらに、 

セッティングを改善したことで、ダイヤモンドへの光の反射
が高められ、見た目の存在感と輝きが増しています。また、
シルバーメッキの文字盤には新しいタイプのサンレイ仕上
げが施されており、いっそうソフトで洗練された外観となっ
ています。

トレーサビリティを備えた新しいカーフスキン・ 
ストラップと新しいステンレススティール・ブレスレット

IWCでは透明性を重視しており、サプライ・チェーン全体を
通じて素材の調達源が追跡可能となるよう、微力を尽くし
たいと思っています。バタフライ・フォールディング・バック
ルを採用するとともに、IWCは高級時計業界では初めて、 
完全なトレーサビリティを備えたスイス製カーフ・レザー
でできたストラップを使用しました。このストラップは、 
ナチュラルでソフトな仕上がりとなっており、現代的な高級
感が備わっています。どのストラップにも独自のコードが付
いており、これをIWCアプリに入力すると、レザーの調達源
について詳しく知ることができます。その他のモデルでは、
表面にポリッシュ＆サテン仕上げを施した新開発のハイ 
グレードな5リンク・ステンレススティール・ブレスレットが組
み合わされます。この洗練されたブレスレットも、現代的な
デザインを備え、非常に快適な着用感が得られます。全モ
デルにクイック交換システムが備わり、同梱の小さな工具
を使ってストラップとブレスレットを付け替えることができ 
ます。

IWC Schaffhausen  Baumgartenstrasse 15 · CH-8201 Schaffhausen
Phone +41 (0)52 235 75 65 · Fax +41 (0)52 235 75 01 · press@iwc.com · press.iwc.com 



IWCのポートフィノ・オートマティック・ムーンフェイズ37で
は、初めてキャリバー32000ファミリーのIWC自社製ムーブ
メントにムーンフェイズ・モジュールが組み込まれました。
特殊な輪列を使用したことで、非常に正確に表示が動くよ
うになっており、122年後に1日、実際の月の軌道からずれ
るだけです。文字盤の12時位置にあるムーンフェイズ・ディ
スクはソリッドゴールド製で、ブルーの夜空がパッド印刷さ
れています。この表示は、リューズを使って1日単位で簡単
に調整することができます。

Ref. IW659602：
60個のダイヤモンドをセッティングした18Kレッドゴールド
ケース、12個のダイヤモンドをセッティングしたシルバー 
メッキの文字盤、ゴールドメッキの針とアプライド・インデッ
クス、クイック交換システムを備えたトープのカーフスキン・
ストラップ

Ref. IW659601：
60個のダイヤモンドをセッティングしたステンレススティー
ルケース、12個のダイヤモンドをセッティングしたシルバー
メッキの文字盤、ロジウムメッキの針とアプライド・インデッ
クス、クイック交換システムを備えたブルーのカーフスキン・
ストラップ

Ref. IW459601：
ステンレススティールケース、12個のダイヤモンドをセッ 
ティングしたシルバーメッキの文字盤、ゴールドメッキの針
とアプライド・インデックス、クイック交換システムを備えた
ブルーのカーフスキン・ストラップ

小ぶりな直径37  mmのケースのポートフィノ・オートマ
ティック3 7は、非常に快適な着用感が得られ、I W Cの 
レディース・ウォッチのポートフォリオの主力製品となってき
ました。新しいモデルには、IWC自社製ムーブメント、キャリ
バー32111が搭載され、新しいカラーが採用されています。
完全なトレーサビリティを備えたスイス製カーフ・レザーで
できたストラップ、または新開発の5リンク・メタル・ブレス 
レットが組み合わされます。

Ref. IW658603：
60個のダイヤモンドをセッティングした18Kレッドゴールド
ケース、12個のダイヤモンドをセッティングしたシルバー 
メッキの文字盤、ゴールドメッキの針とアプライド・インデッ
クス、クイック交換システムを備えたブラックのカーフスキ
ン・ストラップ
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Ref. IW458606：
18Kレッドゴールドケース、12個のダイヤモンドをセッティ
ングしたシルバーメッキの文字盤、ゴールドメッキの針とア
プライド・インデックス、クイック交換システムを備えたベー 
ジュのカーフスキン・ストラップ

Ref. IW658601：
60個のダイヤモンドをセッティングしたステンレススティー
ルケース、12個のダイヤモンドをセッティングしたシルバー
メッキの文字盤、ロジウムメッキの針とアプライド・インデッ
クス、クイック交換システムを備えたブルーのカーフスキン・
ストラップ

Ref. IW658602: 
60個のダイヤモンドをセッティングしたステンレススティー
ルケース、12個のダイヤモンドをセッティングしたブルーの
文字盤、ロジウムメッキの針とアプライド・インデックス、 
クイック交換システムを備えたブルーのカーフスキン・スト
ラップ

Ref. IW458602：
ステンレススティールケース、12個のダイヤモンドをセッ 
ティングしたグリーンの文字盤、ロジウムメッキの針とアプ
ライド・インデックス、クイック交換システムを備えたステン
レススティール・ブレスレット

Ref. IW458603：
ステンレススティールケース、12個のダイヤモンドをセッ 
ティングしたスレートグレーの文字盤、ロジウムメッキの針
とアプライド・インデックス、クイック交換システムを備えた
トープのカーフスキン・ストラップ

Ref. IW458601：
ステンレススティールケース、12個のダイヤモンドをセッ 
ティングしたシルバーメッキの文字盤、ゴールドメッキの針
とアプライド・インデックス、クイック交換システムを備えた
ベージュのカーフスキン・ストラップ

新しいポートフィノ・オートマティック・ムーンフェイズ37 
とポートフィノ・オートマティック37は、2022年秋より、IWC 
ブティック、正規代理店、カスタマーセンター（0120－05－ 
1868）、またはIWC.comのオンラインショップで販売予定 
です。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 – 秒針停止機能付きセンター・スモールセコンド – ムーンフェイズ表示 – 簡単に 
ストラップを交換できるクイック交換システム

 
ムーブメント

キャリバー  32800
振動数  28,800回／時（4 Hz）
石数  21
パワーリザーブ  120時間（5日間）
巻き上げ  自動巻き

 
時 計

素材   Ref. IW659602: 60個のダイヤモンドをセッティングした18Kレッドゴールドケース、 
12個のダイヤモンドをセッティングしたシルバーメッキの文字盤、ゴールドメッキの針と 
アプライド・インデックス、トープのカーフスキン・ストラップ

   Ref. IW659601: 60個のダイヤモンドをセッティングしたステンレススティールケース、 
12個のダイヤモンドをセッティングしたシルバーメッキの文字盤、ロジウムメッキの針と 
アプライド・インデックス、ブルーのカーフスキン・ストラップ

   Ref. IW459601: ステンレススティールケース、12個のダイヤモンドをセッティングした 
シルバーメッキの文字盤、ゴールドメッキの針とアプライド・インデックス、 
ブルーのカーフスキン・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  5気圧
直径  37.1 mm
厚さ  11.3 mm

ポートフィノ・オートマティック・ムーンフェイズ37

R E F.  I W659 6 02  /  I W659 6 01  /  I W459 6 01
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特 徴

機械式ムーブメント – 秒針停止機能付きセンター・スモールセコンド – 簡単にストラップを交換できる 
クイック交換システム

 
ムーブメント

キャリバー  32111
振動数  28,800回／時（4 Hz）
石数  21
パワーリザーブ  120時間（5日間）
巻き上げ  自動巻き

 
時 計

素材   Ref. IW658603: 60個のダイヤモンドをセッティングした18Kレッドゴールドケース、 
12個のダイヤモンドをセッティングしたシルバーメッキの文字盤、ゴールドメッキの針と 
アプライド・インデックス、ブラックのカーフスキン・ストラップ

   Ref. IW458606: 18Kレッドゴールドケース、12個のダイヤモンドをセッティングした 
シルバーメッキの文字盤、ゴールドメッキの針とアプライド・インデックス、ベージュの 
カーフスキン・ストラップ

   Ref. IW658601: 60個のダイヤモンドをセッティングしたステンレススティールケース、 
12個のダイヤモンドをセッティングしたシルバーメッキの文字盤、ロジウムメッキの針と 
アプライド・インデックス、ブルーのカーフスキン・ストラップ

   Ref. IW658602: 60個のダイヤモンドをセッティングしたステンレススティールケース、 
12個のダイヤモンドをセッティングしたブルーの文字盤、ロジウムメッキの針と 
アプライド・インデックス、ブルーのカーフスキン・ストラップ

   Ref. IW458602: ステンレススティールケース、12個のダイヤモンドをセッティングした 
グリーンの文字盤、ロジウムメッキの針とアプライド・インデックス、ステンレススティール・
ブレスレット

   Ref. IW458603: ステンレススティールケース、12個のダイヤモンドをセッティングした 
スレートグレーの文字盤、ロジウムメッキの針とアプライド・インデックス、トープの 
カーフスキン・ストラップ

   Ref. IW458601: ステンレススティールケース、12個のダイヤモンドをセッティングした 
シルバーメッキの文字盤、ゴールドメッキの針とアプライド・インデックス、ベージュの 
カーフスキン・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  5気圧
直径  37 mm
厚さ  9.4 mm

ポートフィノ・オートマティック37

R E F.  I W65 8 6 03  /  I W45 8 6 0 6  /  I W65 8 6 01  /  I W65 8 6 02  /  I W45 8 6 02  /  I W45 8 6 03  /  I W45 8 6 01
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IWCシャフハウ ゼン

IWCシャフハウゼンは、スイス北東部のシャフハウゼンに拠
点を置く、スイスの大手高級時計メーカーです。ポルトギーゼ
やパイロット・ウォッチなどのコレクションを擁するこのブラ
ンドは、エレガントな時計からスポーツ時計まで、あらゆる種
類の時計を扱っています。1868年、米国の時計技師でエンジ
ニアでもあったフロレンタイン・アリオスト・ジョーンズが設
立したIWCは、人間ならではの職人技と創造性、その最良の
部分と最先端の技術および工程とを組み合わせた、時計製
造に対する独自のエンジニアリングで知られています。

150年以上にわたる歴史の中で、IWCは精巧かつ丈夫で使
い勝手のよいプロ仕様の計器時計や、複雑機構（とりわけ
クロノグラフとカレンダー機能）を組み込んだ時計をつくり、
高い名声を得てきました。チタンやセラミックの採用の先駆
者であるIWCは、現在、カラーセラミック、セラタニウム®、チ
タンアルミナイドなどの先進的な素材を用いた、高度なエ
ンジニアリングと専門知識を駆使したケースも製造も行っ
ています。

持続可能な高級時計の第一人者であるIWCは、責任をもっ
て素材を調達し、環境への影響を最小限に抑えるための努
力を惜しみません。透明性、循環、責任という3つの柱に沿っ
て、このブランドは何世代にもわたって長持ちする時計をつ
くり、責任をもって製品を製造、流通、修理するためのあらゆ
る要素を継続的に改善しています。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

ポートフィノ・オートマティック・ムーンフェイズ37
とポートフィノ・オートマティック37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

IWC Schaffhausen  Baumgartenstrasse 15 · CH-8201 Schaffhausen
Phone +41 (0)52 235 75 65 · Fax +41 (0)52 235 75 01 · press@iwc.com · press.iwc.com 

http://press.iwc.com
mailto:press-iwc%40iwc.com?subject=
http://press.iwc.com
http://iwc.com/ja
http://facebook.com/IWCWatches
http://youtube.com/iwcwatches
http://twitter.com/iwc
http://linkedin.com/company/iwc-schaffhausen
http://�www.linkedin.com/company/iwc-schaffhausen
http://instagram.com/iwcwatches_jp
http://pinterest.com/iwcwatches/

