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「ダ･ヴィンチ・オートマティック・ムーンフェイズ 36」（Ref. 

IW459306/IW459307/IW459308）は、36mmのケース径、
ムーンフェイズ表示を備えた複雑機構、半球形のリューズ、
上質な素材を特徴としています。ラグジュアリーと至高の技
術を愛する人のために生まれた時計です。シルバーメッキが
施された文字盤には円形の段差がつけられてあり、これが時
計に奥行きを与え、「ダ･ ヴィンチ」コレクションでデザイン
の特徴をなす「円」を強調しています。サントーニ社製アリ
ゲーター・ストラップの美しい彩りも女性に魅力的な特徴で
す。また、3気圧までの防水機能を備えます。新開発のラグ
は可動式で、ストラップが手首に完璧にフィットし、快適な
着け心地を実現します。搭載しているのは機械式自動巻きムー
ブメント、キャリバー 35800です。時刻合わせの際には、リュー
ズを使ってセンターセコンドを停止できます。裏蓋にあるのは
「フラワー・オブ・ライフ（生命の花）」をモチーフにしたエン
グレーヴィングです。いくつもの円が規則的に重なるこの幾
何学模様は、レオナルド・ダ・ヴィンチが熱心に研究し描い
たものです。

レッドゴールドとステンレススティール、 

それぞれが奏でるハーモニー

「ダ･ ヴィンチ・オートマティック・ムーンフェイズ  36」はレッ
ドゴールド製ケース、ステンレススティール製ケース、そし
てベゼルにダイヤモンドをあしらったステンレススティール製
ケースという 3つのモデルでご用意しました。文字盤はシル
バーメッキで統一されています。18Kレッドゴールド製モデル
（Ref. IW459308）は、中でも特に宝飾品としての華やかさ

が際立つ一品です。直径 36mmのケース、存在感のあるラ
グ、半球形のリューズに、サントーニ社製ブロンズカラーの
アリゲーター・ストラップとピン・バックルという組み合わせ
が、ゴールドのアンサンブルを成します。時計の全体像が奏
でるハーモニーを完成するのは、ゴールドとブルーで彩られ
たムーンフェイズ表示です。実際の月の満ち欠けにかかる時
間は 29.53日ですが、輪列からなるクラシックなムーンフェ
イズ機構ではこれを 29.5日として計算しています。輪列が自
動的に 1日に歯車の 1ピッチ分だけディスクを進め、ムーン
フェイズを正しく表示します。必要に応じ、時計に同梱され
ているピンを使って「2時」位置にある調整用ボタンを押せば、
表示を修正することもできます。

ベゼルにダイヤモンドがセットされたステンレススティール製
モデル（Ref. IW459307）では、54個の高純度ダイヤモンド
が文字盤を囲みます。ダークブラウンのアリゲーター・ストラッ
プとバタフライ・フォールディング・クラスプがこれに美しく
調和します。シルバーメッキの文字盤上では、数字と時針・
分針を彩るゴールドと、秒針のブルーからなる色のコントラス
トが、やはりゴールドとブルーを湛えるムーンフェイズ表示と
ハーモニーを奏でます。

もう一つのステンレススティール製モデル（Ref. IW459306）
では、文字盤および月と星が放つシルバーの輝きに、針とイ
ンデックス、夜空、そしてサントーニ社製レザー・ストラッ
プのダークブルーが映えます。ストラップにはステンレスス
ティール製バタフライ・フォールディング・クラスプが採用さ
れています。パワーリザーブはいずれのモデルも 42時間です。

「ダ ･ ヴィンチ・オートマティック・ムーンフェイズ  36」で、ムーンフェイズ表示を備えた女性用腕時計が「ダ ･ ヴィ
ンチ」コレクションに復活しました。レッドゴールド製ケースにブロンズカラーのアリゲーター・ストラップを組
み合わせたモデル、ベゼルを 54個のダイヤモンドで飾ったステンレススティール製ケースとダークブラウンの
アリゲーター・ストラップを組み合わせたモデル、ステンレススティール製ケースにダークブルーのアリゲーター・
ストラップを組み合わせたモデルの 3つがラインナップされ、文字盤はシルバーメッキで統一されています。

「ダ･ヴィンチ」とムーンフェイズ 
コレクションのアイコンへ捧げるオマージュ

ダ･ヴィンチ・オートマティック・ムーンフェイズ 36 
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エングレーヴィングによる装飾 

ルネサンスが達成した美の再定義においてレオナルド・ダ･
ヴィンチが果たした功績を讃え、「ダ･ ヴィンチ・オートマ
ティック・ムーンフェイズ  36」の裏蓋にはダ･ ヴィンチの「フ
ラワー・オブ・ライフ（生命の花）」をモチーフにしたエング
レーヴィングが施されています。遺されたメモやスケッチか
ら、彼がこの模様に熱心に取り組んでいたことが知られてい
ます。複数の円から数学的に構築された模様には不規則なも
のは一切なく、すべてが相互に繋がっています。その基礎を
成す形から、数学的な万能の規則性を導き出すことができま
す。「ピタゴラスの定理」や「プラトンの立体」と呼ばれる正
多面体、「黄金比」などがこれに当たりますが、人体のプロポー
ションについての洞察などもそうです。

IWCシャフハウゼン

スイスの時計メーカー、 IWCシャフハウゼンは 1868年の創
業以来、永遠の価値をもつ時計を製造し続けています。技術
革新と創意工夫に情熱を傾け、世界的な名声を確立するに至
りました。そして、世界をリードする高級時計ブランドとして、
究極の精度と独創的なデザインを融合させ、高級時計製造
のマニュファクチュールならではの傑作を世に送り出していま
す。 IWCは環境と社会に対する責任を果たす企業として、持
続可能な製造の実践、子供たちや若者を対象とする活動に取
り組む世界各国の組織の支援、そして気候および環境保護の
専門組織との提携を行なっています。

DOWNLOADS

IWCシャフハウゼンの「ダ ･ ヴィンチ」新モデルに
関するプレス資料一式は、press.iwc.com から 

ダウンロードをしていただけます。
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インターネットおよびソーシャルメディア

Web 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

Pinterest pinterest.com/iwcwatches
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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セコンド  －  ムーンフェイズ表示  －  裏蓋に特別な 

エングレーヴィング
 

 

ムーブメント

キャリバー  35800

振動数  28,800回／時（4Hz）
石数  25

パワーリザーブ  42時間
巻上げ方式  自動巻き

 

 

時計

素材   Ref. IW459306： ステンレススティール製ケース、シルバーメッキの文字盤、 
サントーニ社製ダークブルーのアリゲーター・ストラップ、ステンレススティール製
バタフライ・フォールディング・クラスプ

  Ref. IW459307： 54個のダイヤモンドを配したステンレススティール製ケース、 
シルバーメッキの文字盤、サントーニ社製ダークブラウンのアリゲーター・ 

ストラップ、ステンレススティール製バタフライ・フォールディング・クラスプ
  Ref. IW459308： 18Kレッドゴールド製ケース、シルバーメッキの文字盤、 

サントーニ社製ブロンズカラーのアリゲーター・ストラップ、18Kレッドゴールド製 

ピン・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  3気圧
直径  36mm

ケース厚さ 11.5mm

ダ･ヴィンチ・オートマティック・ 
ムーンフェイズ 36

REF.  IW459306 ·  IW459307 ·  IW459308
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