
IWCシャフハウゼンの一連のカレンダーウォッチ 
にポートフィノ・コンプリートカレンダーが加わる

シャフハウゼン、2023年2月9日。IWCシャフハウゼンがポートフィノ・コンプリートカレンダーを発表します。18Kレッドゴール
ドケースまたはステンレススティールケースに収められたこのタイムピースには、IWCの開発した新しいコンプリートカレン�
ダーモジュールが初めて組み込まれています。この度パーペチュアルカレンダーとアニュアルカレンダーに加わることになった、�
このコンプリートカレンダーは、堅牢で機能的なカレンダー複雑機構の設計に関する、このスイスの高級時計メーカーの比類
ない技能を際立たせます。このコンプリートカレンダーでは、日付、曜日、月、ムーンフェイズが2つのサブダイアルに表示�
され、1か月が31日未満の場合だけ、月末に手作業での調整が必要になります。さらに、IWCはポートフィノ・オートマティック・�
ポインターデイトも発表します。これは、6時位置のサブカウンターにジャンピングデイト表示が備わった初のポートフィノ・
モデルです。

伝説の永久カレンダーがポートフィノ・ラインに復帰した
のに続き、IWCシャフハウゼンはカレンダーと日付の複雑
機構を備えた3つの新モデルを発表いたします。この3つ
のモデルは、機能的で堅牢な複雑機構の設計に関するス
イスの高級時計メーカーの広範なノウハウと経験を象徴し
ながら、1984年の発売以来、ポートフィノ・ラインの特徴
となってきたカジュアルでありながらエレガントなデザイ
ンを受け継いでいます。

直径41 mmの18Kレッドゴールドケースまたはステンレスス
ティールケースに収められたポートフィノ・コンプリートカ
レンダー（Ref. 3590）は、新開発のコンプリートカレンダー
モジュールを組み込んだIWC初のタイムピースです。12時
位置のサブダイアルには曜日とムーンフェイズ、6時位置の
サブダイアルには日付と月が表示されます。カレンダーモジ
ュールは69個のパーツで構成されています。どの表示も個
別の輪列で駆動され、リューズまたはケース側面に組み込
まれた2つのコレクターボタンを使って、それぞれ別々に調
節することができます。カレンダーは、1か月が31日未満の
場合だけ、調整が必要になります。そのためには、月の最
後の日に、リューズを使って手作業で日付を31の位置に移
動させてください。すると、真夜中頃、高精度ムーンフェイ
ズ表示を含むすべての表示が自動的に1日進みます。カレン
ダーモジュールの下には、IWC自社製ムーブメント、キャリ
バー32150が収められています。この非常に精密で信頼性
の高いオートマティック・ムーブメントは、爪巻き上げ機構
により、72時間のパワーリザーブを蓄えます。

1つめのバージョン（Ref. IW359002）は、18Kレッドゴー
ルドケースで、シルバーメッキの文字盤、ゴールドメッキの
針、ソリッドゴールドのアプライド・インデックス、トープ
のカーフスキン・ストラップが備わります。2つめのモデル
（Ref. IW359001）は、ステンレススティールケースで、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・ストラップが備わります。 
どちらのバージョンも、ナチュラルでソフトな仕上がりと現
代的でラグジュアリーなルックスを特徴とする、追跡可能な
スイスのカーフレザー製ストラップが組み合わされます。

ポートフィノ・オートマティック・ポインターデイト
（Ref. IW359201）は、6時位置のサブカウンターにポイン
ターによる日付表示が備わります。アナログ表示で、小さ
な針が日付を示します。毎日、真夜中頃になると、ポイン
ターが新しい日付にジャンプします。このクラシックでエ
レガントなポートフィノには、39 mmのステンレススティー
ルケースに、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・インデックスが備わります。このモデルに
は、クイック交換システムの付いたブラウンのカーフスキ
ン・ストラップが組み合わされます。

ポートフィノ・コンプリートカレンダーは2023年4月より、 
一方、ポートフィノ・オートマティック・ポインターデイトは
2023年2月より、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 – 日付、曜日、月、ムーンフェイズの表示を備えたコンプリートカレンダー –  
秒針停止機能付きセンター・スモールセコンド – サファイアガラスのシースルー裏蓋

 
ムーブメント

IWC自社製キャリバー 32150
振動数 28,800回／時（4 Hz）
石数 21
パワーリザーブ 72時間
巻き上げ 自動巻き

 
時 計

素材 �Ref.�IW359001: ステンレススティールケース、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

  Ref.�IW359002:�18Kレッドゴールドケース、シルバーメッキの文字盤、 
ゴールドメッキの針、ソリッドゴールドのアプライド・インデックス、トープの 
カーフスキン・ストラップ

ガラス アーチ型エッジの無反射コーティング加工を施したサファイアガラス 
防水性 5気圧
直径 41 mm
厚さ 11.8 mm

ポートフィノ・コンプリートカレンダー

R E F.  I W 3 5 9 0 0 1  /  I W 3 5 9 0 0 2
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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 35160
振動数 28,800回／時（4 Hz）
石数 25
パワーリザーブ 50時間
巻き上げ 自動巻き

 
時 計

素材  ステンレススティールケース、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、ブラウンのカーフスキン・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 39 mm
厚さ 10.8 mm

ポートフィノ・オートマティック・ポインターデイト

R E F.  I W 3 5 9 2 0 1
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ダウンロ ード

ポートフィノ・コンプリートカレンダーとポートフィノ・
オートマティック・ポインターデイトの画像は、 
press.iwc.comで無料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

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。
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