
IWCシャフハウゼンとファクションスキーが 
コラボレーションを組み、 

夜光付き“IWCレイク・タホ”デザインの 
限定版フリースタイルスキー板をデザイン

シャフハウゼン/ヴェルビエ、2022年11月30日。IWCシャフハウゼンは、ファクション・コレクティブとの新しいコラボレー 
ションを発表することになりました。このスイスの高級時計メーカーとスイスの高級スキーブランドは、初めての合同プロジェ
クトにおいて、「Faction Studio 1 IWC Collab Ltd.」を始動させることになりました。スキー板は55組限定で、ファクションが 
製造したものとしては初の夜光デザインです。暗闇では、ホワイトのトップシートにあしらわれた「LAKE TAHOE」と「IWC」
の文字が緑がかった色調で輝きます。スキー板をご購入いただくときは、同時にホワイトセラミック製パイロット・ウォッチ・
クロノグラフ・トップガン“レイク・タホ”も購入するかどうか、お選びいただくことができます。

コラボレーションを組むIWCシャフハウゼンとファクショ
ンは、どちらも折り紙つきの実績と高いエンジニアリング
能力を備えたスイス企業です。両社とも、最先端材料に
関して独自のノウハウを蓄積しており、最高レベルの持続
可能性と責任ある製造に取り組んでいます。ファクション
は、2006年、情熱的なスキーヤーのグループによって設立
されました。それ以来、フリーライドスキー、フリースタイ
ルスキー、オールマウンテンスキー向けの高品質のスキー
板やスキー装備を製造し、高い評価を得てきました。多く
のトップアスリートがファクションのスキー製品に信頼を
寄せています。2度のオリンピックチャンピオンに輝いた
IWCブランドアンバサダー、アイリーン・グーも、そのうち
の一人です。

IWCシャフハウゼンのブランド構築＆コーポレートデザ
イン部長、ニコラス・シュミットは次のように言います。
「IWCでは、ブランドのエンジニアリング能力と技術性を 
強 調する上で、識 別しやすい明 快な表 現を用いたグラ 
フィックデザインが重要な役割を果たします。ですから、ファ 
クションと一緒にスキー板をデザインするというのは、と
てもやりがいのある仕事でした。私自身、スノーボードと
スキーが大好きですので、このプロジェクトは非常に楽し
むことができ、その成果にも自信を持っております。」

ファクションの最高ブランド責任者、オリビエ・グービ氏は
次のように述べます。「私たちは、当社の予期せぬ新しい
側面に寄与してくれ、当社の業務にインスピレーションを与
えてくれるようなコラボレーションパートナーを常時探して
おります。IWCシャフハウゼンは、ユニークなエンジニアリ
ングアプローチと最先端材料に関するノウハウを持ってお
り、またデザインと視覚表現もファクションのものと完璧
にマッチしています。当社として初めて夜光を用いたスキー
デザインを導入することができ、喜んでおります。」

55組限定の“Faction Studio 1 IWC Collab Ltd.”は、オース
トリアの100%再生可能エネルギー工場において、ハンド
メイドでつくられます。その木製コアは、持続可能な形で
収穫されたポプラ材とアッシュ材でできています。このス
キー板は、アイリーン・グーの使用するスキー板と同じフ
ァクションの仕様に基づいて製造されており、世界最高峰
のフリースキーヤーによって加えられる極端な力にも耐え
ることができます。結合部分の下にカーボンラバーの補強
材を組み込んだことで、大きな負荷が加わっても優れた安
定性を発揮します。また、カーボンを織り込んだことで、ね
じり剛性が高まり、左右対称としたことで、スキー板を簡
単に取り換えられるように最適化されています。超大型の
7.5 mmのサイドウォールは、最大限のエッジホールドをも
たらすと同時に、木製コアを保護します。

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 

mailto:press%40iwc.com?subject=
http://press.iwc.com


このスキー板は、トップシートがトーン・オン・トーンのホワ
イト、ベースがブラックとなっており、パイロット・ウォッ
チ・クロノグラフ・トップガン“レイク・タホ”の鮮明なホワ
イトのセラミック製ケースと漆黒の文字盤のデザインに完
璧にマッチしています。ブラックのベースには、“FACTION”
の文字とロゴがホワイトでプリントされています。ホワイト
のトップシートには、夜光塗料によるIWCと“Lake Tahoe”
のロゴが 備 わります。昼 間はほとんど見えませんが、 
暗くなると緑色に輝きます。ファクションが夜光デザイン
をあしらったスキー板をつくったのは、今回のプロジェクト
が初めてのことです。

スキー板“Faction Studio 1 IWC Collab Ltd.”をご購入いた
だくときは、同時にパイロット・ウォッチ・クロノグラフ・
トップガン“レイク・タホ”（Ref. IW389105）も購入するか
どうか、お選びいただくことができます。このクロノグラフ
は、4月にジュネーヴで開催される展示会「ウォッチズ＆ 
ワンダーズ」で 発 表され 、IWCのトップガンコレクショ
ンの目玉の一つとなります。ケースは鮮明なホワイトの 

セラミック製、文字盤は漆黒、針は夜光塗料でコーティン
グしたブラック、裏蓋はチタン製です。このコントラスト
の効いたデザインは、トップガン（米国海軍戦闘機兵器
学校）のパイロットたちが頻繁に上空を飛ぶレイク・タホ
周辺の冬の風景にインスピレーションを得たものです。 
カラーセラミックは、酸化ジルコニウムと他の金属酸化物
とを混合してから、高温の窯で焼成するという、複雑な製
造工程によって得られます。原材料の適正な配合を決め、
複数の段階を経る製造工程で一貫した結果を生み出すに
は、多くの経験とノウハウが必要となります。

スキー板“Faction Studio 1 IWC Collab Ltd.”は、55組の限
定製造で、2種類のサイズ（25×171 cmと30×178 cm）が
用意されます。https://factionskis.com/products/studio-
1-iwc-collab-ski-2023をご覧ください。スキー板をご購
入いただくときは、同時にIWCのパイロット・ウォッチ・ 
クロノグラフ・トップガン“レイク・タホ”も購入するかどう
か、お選びいただくことができます。
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特 徴

機械式クロノグラフムーブメント – 日付・曜日表示 – ストップウォッチ機能（時・分・秒）– 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 – 年間1000本の限定生産

ムーブメント

IWCキャリバー 
振動数 
石数 
パワーリザーブ 
巻き上げ 

69380
28,800回／時（4 Hz） 
33
46時間
自動巻き

時 計

素材  セラミック製ケース、チタン製の裏蓋、リューズ、プッシュボタン、ブラック 
の文字盤、ブラックの針、ホワイトのラバー・ストラップ、フォールディング・ 
バックル

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・ 
トップガン“レイク・タホ”

R E F.  I W 3 8 91 0 5
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I W C 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。

ファクションスキ ー 
（ 別 名ファクション・コレ クティブ」）

ファクション・コレクティブは、山岳の純然たる自由を満喫
したいと考える世界中のスキーヤーを対象として、賞を獲得
したスキー板や映画を生み出しています。ファクションの 
デザインと製品は、世界最高峰のプロのフリーライドスキー
ヤーとフリースタイルスキーヤー（アイリーン・グー、アレク
サンダー・ホール、サム・アンタマッテンなど）に愛用され、 
フリースキー文化を生み出してきました。

2006年にスイスのヴェルビエで設立されたファクションス
キーの製品は、すべてスイスでデザインされ、EU内の優れ
たメーカーの協力を得て製造されています。2022年には 
B Corp認証を取得し、善を促進する力としてビジネスを活
用することへの貢献を共有する世界的な企業グループに加
わっています。

ダウンロ ード

スキー板“Faction Studio 1 IWC Collab Ltd.”と 
パイロット・ウォッチ・クロノグラフ・トップガン 
“レイク・タホ”の画像は、press.iwc.comより無料
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

お 問 い 合 わ せ

ファクションスキーのPRリクエスト
Email  press@factionskis.com

イン ターネットおよび ソー シャルメディア

Website factionskis.com
Facebook facebook.com/faction
YouTube youtube.com/thefactioncollective
LinkedIn  linkedin.com/company/the-faction-

collective
Instagram instagram.com/factionskis
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