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シャフハウゼン、2020年4月25日 – IWCシャフハウゼンとオールバー・ブラウンは、新しいパートナー
シップを発表しました。コラボレーション開始を記念して、スイス高級時計メーカーであるIWCは、マリン
ブルーの文字盤と両ブランドによるサイドアジャスター付きDストラップを備えたステンレススティール製
の「ポルトギーゼ・ヨットクラブ・クロノグラフ “オールバー・ブラウン”」を発表しました。6気圧の防水
性を誇るこのマリンクロノグラフは、エレガントなプロポーションのケースで人目を惹きつける、ヨットの
操縦やビーチでのリラックスに最適なタイムピースです。英国高級ファッションブランドのオールバー・
ブラウンもまた、船乗りや冒険家、探検家のダイナミックなライフスタイルに応える9作品のリゾートウェア
コレクションを発表しました。

IWCとオールバー・ブラウンが贈る 
究極のサマーワードローブ

アダム・ブラウンがロンドンで創業したブランド、オー
ルバー・ブラウン。そのきっかけは、インド・ラージャ
スターン州で友人の40歳の誕生日に招待された時の出来
事です。普段は服装に気を使っているにもかかわらず、
グループの男性陣がホテルのプールサイドで競技パンツ、
ボードショーツ、気の抜けたボクサータイプのショーツ
といった残念なスタイルを晒していることに気が付きま
した。ランチにふさわしい服装に着替えようとした瞬間、
アダムは泳ぐときにも社交のときにも着用できる水着が
必要だと痛感したのです。それから18か月後、オール
バー・ブラウン第1作目となるスイムショーツが販売さ
れました。

IWCとその時計と同様に、オールバー・ブラウンはほん
の些細なディテールにまで細心の注意を払っています。
従来のスーツパンツの型をベースにしたオールバー・ブ
ラウンのスイムショーツは60種類ものパーツから構成さ
れており、最高の着心地を実現するために、4パート型
のウエストバンド、ジップファスナー、調節用のサイド
アジャスターが開発されました。特徴的な両サイドのア
ジャスターがトレードマークのクラシックなスイムショー
ツはシーズン毎に新しいモデルが発表され、5年間保証
が品質と耐久性の証として付きます。

IWCシャフハウゼン CEOであるクリストフ・グラン
ジェ・ヘアは、新しいパートナーに敬意を表し、以下の

ように述べました。「IWCとオールバー・ブラウンを結
び付けているのは、日々情熱を注いでいるクラフツマン
シップ、イノベーション、そして品質です。オールバー・
ブラウンはレジャーウェアをスポーティで優美なものに
作り直した上で、その独特なテーラード仕立てによって、
男性もカジュアルな服装でスマートに演出できることを
証明しました。同社はレジャーウェア部門で最も革新的
な企業の一つであり、着心地、品質、機能性において高
い水準を示し続けています。」

両者のコラボレーション開始を記念して、IWCは「ポル
トギーゼ・ヨットクラブ・クロノグラフ “オールバー・
ブラウン”」 (Ref. IW390704) を発表します。ステンレ
ススティール製ケースにマリンブルーの文字盤と両ブ
ランドによるサイドアジャスターのバックルを搭載
し、オールバー・ブラウンの商品にたびたび使用される
ホワイトとレッドをアクセントとしました。ケースの
プロポーションがエレガントなマリンクロノグラフですが、
布製インレイ付きブルーのラバー・ストラップが腕をさ
らに美しく飾ります。堅牢なデザインと6気圧防水を誇
るこの時計は、ヨットのデッキ上のスリリングな冒険に
も、ビーチやプールでくつろぎたい時にも理想的な一本
です。フライバック機能を備えた IWC自社製キャリバー
89361は、12時位置のサブダイヤルで計測時間と分を表
示し、68時間のパワーリザーブを備えています。
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スマートな男性のための 
レジャーワードローブ

IWCとオールバー・ブラウンの共同デザインにより、9

作品から成るリゾートウェアの「カプセルコレクション」
も同時に誕生しました。

「ポルトギーゼ・ヨットクラブ・クロノグラフと全く同じ
ように、このコレクションは時代を超えたエレガンスと
冒険に対する情熱がひとつになったものです。デザイン
の段階で、私たちは IWCのポルトギーゼからインスピレー
ションを得ましたが、それはこの時計コレクションが伝
統的に水、ヨットレース、そして航海の世界とつながり
を有しているからでした。私たちのコレクションは、人
生を上手に渡る男たちを対象にしており、船乗り、冒険家、
探検家のダイナミックなライフスタイルを、優れたデザ
インと信頼できる機能、そして至高のスタイルによって
サポートします」とオールバー・ブラウン創業者のアダム・
ブラウンは述べました。

同コレクションには、ブルーのパイピングが入ったホワ
イトのパイル地ジャケットや、コットンとシルクで編み
込まれたポロシャツなどが並びます。コレクションの中
でも特に注目のアイテムは、サイドアジャスター付きの
フォトスイムショーツでしょう。ショーツに描かれたサ
ルデーニャ島ポルト・ロトンドに佇むヨット「ソラリス
55」は、最近発表された IWCとイタリア高級ヨットブ
ランドのソラリスのパートナーシップを記念するものです。

「ポルトギーゼ・ヨットクラブ・クロノグラフ “オールバー・
ブラウン”」は、5月13日から、IWCブティックおよび
正規販売店でお求めいただけます。

オールバー・ブラウンと IWCによる「オールバー・ブラ
ウン x IWC カプセルコレクション」は、2020年5月13

日からお求めいただけます。
現在、www.orlebarbrown.com/iwc から予約を承ってい
ます。
 

オールバー・ブラウンについて

2007年3月以降、英国のリゾートウェア・ライフスタイ
ルのブランドであるオールバー・ブラウンは、クラシッ
クでありながら「そのまま泳げるシャツ」により、メン
ズのホリデースタイルを変革し続けてきました。

写真のプリント柄ショーツで成功を収めたオールバー・
ブラウンは、2015年に「デザイン・ユア・オウン」サー
ビスを開始し、顧客が「#SnapShorts」アプリを通じて
店舗とオンラインのどちらからも自分だけのフォトスイ
ムショーツが作成できる機会を提供してきました。

プールサイドでの閃きの瞬間からワードローブの必需品
になるなど、オールバー・ブラウンは世界的なブランド
へと成長しており、店舗のポートフォリオは世界各地で
急速な拡大を続けています。豪華な取扱店リストを誇り、
新しい商品カテゴリーへの進出も着実に進んでいます。
店舗は25か所以上に構え、ロンドン、オックスフォード
シャー、ニューヨーク、マイアミ、フランス、イスタン
ブール、ギリシャ、オーストラリア、クウェート、アラ
ブ首長国連邦など、世界各地に展開しています。

また、オールバー・ブラウンは、OB製品を着た写真
を投稿するよう顧客に呼びかけるSNSイニシアチブ
「#OBsAroundTheWorld」を通じて、冒険への情熱を共
有する顧客コミュニティを拡大しています。これに加え
て、多数の有名なコラボコレクションやセレブリティの
ファンによって、オールバー・ブラウンは傑出したカル
ト的ステータスも確固たるものにしました。

ビーチ、スポーツ、リゾート、海岸という4つの主要カ
テゴリーで、オールバー・ブラウンは高品質かつ機能的
でタイムレスなテーラード仕立ての衣服とアクセサリー
を製作し、どんなシナリオでも顧客が休暇を満喫し、記
憶に残る体験をシェアできるように努めています。
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ポルトギーゼ・ヨットクラブ・クロノグラフ 
“オールバー・ブラウン”

REF. IW390704

特徴

機械式ムーブメント – ストップウォッチ機能 (時・分・秒 ) - 12時位置のサブダイヤルにアワー・カ
ウンターとミニッツ・カウンター - フライバック機能 - 秒針停止機能付きスモールセコンド - ねじ
込み式リューズ - 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 89361

振動数 28,800回／時 （4 Hz）
石数 38

パワーリザーブ 68時間
巻上げ 自動巻き

時計

素材 ステンレススティール製ケース、ブルーの文字盤、ロジウムメッキの針とアップ
ライト・インデックス、布製インレイ付きブルーのラバー・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 6気圧
直径 44.6 mm

厚さ 14.4 mm
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ダウンロード

「ポルトギーゼ・ヨットクラブ・クロノグラフ “オー
ルバー・ブラウン”」とオールバー・ブラウンの「カ
プセルコレクション」の画像は、press.iwc.com

からダウンロードしていただけます。

お問い合わせ 

IWCシャフハウゼン
広報部門
Eメール press-iwc@iwc.com

ホームページ press.iwc.com

インターネットおよびソーシャルメディア

ホームページ iwc.com/

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

IWC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、先進的なアメリカ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。


