
 

 

 

パリの時を刻む 

 
ヴァシュロン・コンスタンタンは、パリにブティックをオープンしたことを祝し、パトリモ

ニー・トラディショナルの4つの限定モデルを発表します。これらの技術的にも美的にも優

れた逸品は、ジュネーブを拠点とするこのマニュファクチュールの価値と技術を体現してい

ます。 

 

ヴァシュロン・コンスタンタンは、世界で36番目となるブティックをパリに初めてオープン

することによりフランスとの特別な絆を深めます。ブティックを構える一等地の住所は、ヴ

ァシュロン・コンスタンタンが後援しているオペラ座からほど近い、高級ブランド店が立ち

並ぶラ・ペ通り2番地です。格調高い材料と洗練されたエレガンスを融合した85平方メート

ルのブティックは、高級時計製造の愛好家やコレクターが集う新しい場所となることでしょ

う。インテリアの装飾のために、ヴァシュロン・コンスタンタンは、照明や大理石モザイク、

鍛鉄加工などの分野から、ヴァシュロン・コンスタンタンと同じように伝統技術を守り育て

ている、フランスの熟練した芸術家や職人の素晴らしい才能を集めました。マニュファクチ

ュールの全コレクションに加え、パリ ブティックでは、“ヴァシュロン・コンスタンタ

ン・レ・コレクショヌール”と名付けられたヴィンテージ・コレクションなどの特別モデル

も披露されます。この温かみのある居心地のよい空間のオープンによって、19世紀以来、ブ

ランドの国際的な名声を高めるために重要な役割を果たしてきたフランスとの関係が更に強

固なものになりました。 

 

このオープニングを記念し、ヴァシュロン・コンスタンタンは、次の4つの特別なタイムピ

ースを限定モデルとして発表します。 

・1本限定モデル、パトリモニー・トラディショナル・キャリバー 2755 グランドコンプリケ

ーション 

・10本限定モデル、パトリモニー・トラディショナル・クロノグラフ 

・75本限定モデル、パトリモニー・トラディショナル・スモールセコンド 

・75本限定モデル、パトリモニー・トラディショナル・スモールモデル・ダイヤモンドセッ

ティング 

 

 

これらの特別な“パリ ブティック”モデルは、マニュファクチュールが育んできた数多く

の芸術的技法の一つである手彫りギヨーシェ装飾を精緻に施した文字盤と、温かみのあるチ

ェスナッツブラウンのミシシッピアリゲーターのレザーストラップが特徴です。ケースバッ

クには、ブティックの住所“2, rue de la Paix”が限定シリアルナンバーとともにエングレー

ビングされています。 

 

1本限定のパトリモニー・トラディショナル キャリバー 2755は、限定モデルのパトリモニ

ー・トラディショナル・スモールセコンドやパトリモニー・トラディショナル・スモールモ

デルと同様に、権威あるジュネーブ・シール（Poinçon de Genève）の認定ウォッチです。こ

のシールは、ジュネーブの時計製造の究極の証であり、腕時計の原産地、精度、持続性、技

術と美しさの両方を兼ね備えた職人技、そして時計製造のすべての工程を保証するものです。 

 

新しいパリのブティックのオープニングに際し、マニュファクチュールは、写真家のティエ

リー・デス・オーチェス氏に彼の目を通したパリのヴァシュロン・コンスタンタンの撮影を



 

依頼しました。ウェブサイト：www.2ruedelapaix.frでは、ヴァシュロン・コンスタンタンの

タイムピースを所有する5人のオーナーが、個々のタイムピースの物語、自分たちにとって

のパリ、特別なものに対する愛情、そしてこのジュネーブを拠点とするメゾンと共有する価

値について語ります。 

 

 

  

http://www.2ruedelapaix.fr/


 

パトリモニー・トラディショナル・キャリバー 2755 

パリ ブティック 1本限定モデル 
 

ヴァシュロン・コンスタンタンの真の傑作であり、息を飲む美しさのパトリモニー・トラデ

ィショナル・キャリバー 2755 グランドコンプリケーションは、1 本限定の“パリ ブティッ

ク”モデルとして発売されます。 
 

稀少、複雑、特別。この格別な腕時計にはこのような形容詞がぴったりです。パリ ブティ

ックのオープニングを記念して 1 本限定モデルとして製作されたこの 18K ピンクゴールド

（5N）製タイムピースは、手彫りギヨーシェ装飾を施したシルバーオパーリン文字盤とチ

ェスナッツブラウンのミシシッピアリゲーターレザーストラップが特徴です。このモデルは、

1755 年以来続いている世界で最も歴史のあるマニュファクチュールが積み重ねてきた技術

に大きな賛辞を贈るモデルです。 

 

完全に自社で開発、製作された手巻きキャリバー 2755（部品数 602 個）は、ミニッツリピ

ーター、トゥールビヨン、永久カレンダーという高級時計製造の 3 つの主要な複雑機構を搭

載しています。また、ムーブメントの裏側のブリッジにパワーリザーブ表示を備えます。 

 

この 3 つの複雑機構の中でも、ミニッツリピーターは最も独創的な機構です。マニュファク

チュールが世界中で最も革新的な時計ブランドの一つであることを証明する必要があるのな

らば、このミニッツリピーターが証明します。技術の限界を押し広げ、使いやすさを高める

ため、ヴァシュロン・コンスタンタンのエンジニアや熟練の時計職人たちは、求心力を利用

した独自のフライングストライク調速機を開発することによって時刻を打つハンマーのスピ

ードを正確に制御するとともに、レバーを使用する機構から生じる雑音をなくしました。好

奇心旺盛な時計愛好家は、サファイアクリスタルのケースバックからコート・ド・ジュネー

ブ装飾を施したブリッジ、サーキュラーグレイン仕上げを施した地板の緻密な面取りととも

に、この調速機が回転するところを眺めることができます。 

 

トゥールビヨンは、ムーブメントの精度を向上させるために、重力の影響を軽減します。ま

た、腕時計の鼓動する心臓部を見ることができるシースルー構造と、ブランドのエンブレム

であるマルタ十字をかたどったオープンワークのキャリッジが特徴です。 

 

権威あるジュネーブ・シール（Poinçon de Genève）を取得しているキャリバー 2755 は、こ

のシールの時計の持続性と完璧さに対する要求事項を満たしています。 

 

一方、“来たる時間を記憶している”永久カレンダーは、気まぐれなグレゴリオ暦に合わせ

て動き、100で割り切れる年で閏年でない年に日付を変更するだけです。 

 

直径 44mm のラウンドケースに収められ、不朽の古典主義と控えめなエレガンスのオーラを

まとったパトリモニー・トラディショナル キャリバー 2755“パリ ブティック”1 本限定モ

デルは、偉大なる時計製造の伝統を新たに解釈し、確固たる意思を持って現代的に表現した

モデルです。すべての機能の視認性が良好になるように十分配慮した結果、大きめのカウン

ターとわずかにオフセンターに配された針によって全体が明瞭となるとともに、トゥールビ

ヨンのキャリッジが際立っています。 

 

ケースバックのパワーリザーブ表示部分に刻まれた“N° 1/1”と“2, rue de la Paix”の 2つの

エングレービングが、唯一の特別な腕時計であることを控えめに物語っています。 

  



 

 

パトリモニー・トラディショナル・パリ ブティック・ 

クロノグラフ 

 
10本限定モデルとして発売されるパトリモニー・トラディショナル“パリ ブティック”クロ

ノグラフは、洗練された機構と際立ってスタイリッシュな美しさを組み合わせたモデルです。 

 

この直径42mmの18Kピンクゴールド製クロノグラフは、このモデルが示す優れた技術とラ

インの純粋さが特徴です。手彫りギヨーシェ装飾を施したシルバーオパーリン文字盤を備え、

チェスナッツブラウンのミシシッピアリゲーターレザーストラップが付いています。ケース

バックの“N° X/10”と“2, rue de la Paix”のエングレービングが、パリ ブティックのオープ

ンを記念して作られた素晴らしい機械式モデルを装着できる幸運なオーナーがわずか10名で

あることをエレガントに伝えます。 

 

ヴァシュロン・コンスタンタンの時計職人たちは自分たちが誇る伝統を称え、実績のあるコ

ラムホイールシステムを備えた手巻きムーブメントの有名なキャリバー 1141をこの腕時計

に搭載しました。そして、30分カウンターとスモールセコンドを3時位置と9時位置にそれぞ

れ配し、センタークロノグラフ秒針を組み合わせました。 

 

キャリバー 1141は、機械の宝石にふさわしく非常に精巧に仕上げられます。シースルーケ

ースバックからは、洗練された仕上げが施されたこの複雑な機構を眺めることができます。

それは、サーキュラーグレイン仕上げまたはコート・ド・ジュネーブ装飾を施した表面、手

作業で丁寧にやすりがけされた側面を持つ部品、面取りとポリッシュ仕上げを施したスティ

ール製部品、一つ一つポリッシュ仕上げを施したネジ頭です。 

 

滑らかでほっそりとしたベゼルに囲まれた文字盤は、完璧なバランスと考え抜かれた控えめ

な表情が際立っています。ミニッツサークル、ドーフィン針、18Kゴールド製アプライド・

アワーマーカー、ブラックのクロノグラフ表示、タキメーターのすべてが組み合わされて最

適な視認性が確保され、無反射コーティングを施したサファイアクリスタルによってさらに

視認性が高まります。 

 

手縫いのサドルステッチ仕上げを施した、大型の四角いうろこ模様のミシシッピアリゲーター

レザーのストラップには、半マルタ十字の形をした18Kピンクゴールド（5N）製フォールデ

ィングクラスプが付きます。 

  



 

 

パトリモニー・トラディショナル“パリ ブティック” 

スモールセコンド 

 
クラシックで不朽のパトリモニー・トラディショナル・スモールセコンドが、75 本限定の

ピンクゴールド（5N）製特別モデルでラ・ペ通り 2 番地のブティックオープンを祝います。 

 

パトリモニー・トラディショナル・スモールセコンドは、時計の伝統を真に継承するモデル

です。ピュアなラインとバランスの取れたプロポーションにこのモデルの不朽の本質が特に

現れています。ほっそりとしたベゼル、18K ピンクゴールド（5N）製のアプライド アワー

マーカー、ドーフィン針、数種類の仕上げを施した文字盤により、パトリモニー・トラディ

ショナル・コレクションの美の表現がより気品あるものとなります。パリ ブティックのた

めのピンクゴールド（5N）製特別モデルのために、手彫りギヨーシェ装飾を施したシルバ

ーオパーリン文字盤を備え、柔らかなチェスナッツブラウンのミシシッピアリゲーターレザ

ーストラップが取り付けられます。 

 

このタイムピースは、現在ではムーブメントだけなく最終製品にも適用されるジュネーブ・

シール（Poinçon de Genève）の新しい要求事項に適合しています。最終製品にも適用される

ことは、常に本物を見極めるお客様からの真の要望に応える努力を続け、昨年 125 周年を迎

えたジュネーブ・シールにとって画期的なことです。 

 

ケースの心臓部では、ヴァシュロン・コンスタンタンの手巻きキャリバー 4400 ASが鼓動を

打ちます。ジュネーブの高級時計製造の伝統の最も厳しい基準に従って開発、製作されたこ

のキャリバーは、4Hz（28,800 回／時）で振動し、6 時位置のスモールセコンドとともに時

刻を表示します。また、約 65 時間のパワーリザーブを有します。ケースバックから眺めら

れる仕上げは、職人たちに代々受け継がれてきた見事な技を大切にしていることを表わして

います。例えば、コート・ド・ジュネーブ装飾を施したフラットな表面、ネジ頭などと同様

に面取りを施した後に手作業でポリッシュ仕上げを施したブリッジなどです。 

 

この素晴らしい卓越した機械にふさわしい舞台を提供するため、ヴァシュロン・コンスタン

タンは、エレガントでほっそりとしたシェイプによりクラシックな伝統の継承を明確に示す

こと、明らかに現代的である直径 38mm のサイズであること、という 2 つの基準に従ってケ

ースを開発しました。 

 

ケースバックには、個々のシリアルナンバー“N° X/75”とともに、ブティックの住所であ

る“2, rue la Paix”の文字がエングレービングされており、特別な 75本限定モデルであるこ

とを伝えます。 
 

  



 

 

パトリモニー・トラディショナル・パリ ブティック・ 

スモールモデル・ダイヤモンドセッティング 

 
ダイヤモンドの煌めきが、75 本限定モデルで発売されるこのエレガントな機械式レディー

スウォッチのベゼルと手彫りギヨーシェ装飾を施した文字盤を輝かせます。 

 

洗練された美しさと、直径 30mm の 18K ピンクゴールド（5N）製ケースを備える“パトリ

モニー・トラディショナル・スモールモデル”は、ヴァシュロン・コンスタンタンのレディ

ースウォッチの豊かな伝統を継承するにふさわしいモデルです。光の街に捧げるこの特別モ

デルは、ギヨーシェ装飾を施したシルバーオパーリン文字盤がベゼルで飾られ、アワーマー

カーにセットされた 88 個のラウンドカット ダイヤモンドがきらめき、半マルタ十字の形を

したピンクゴールド（5N）製ピンバックルで留めるエレガントなチェスナッツブラウンの

ミシシッピアリゲーターレザーストラップが付きます。 

 

この見たところ控えめな外観の中には、有名な機械式手巻きムーブメントが収められており、

ケースバックから眺めることができます。マニュファクチュール キャリバー 1400 は、本物

がもつ美しい魅力を放ちます。約 260 年かけて世代から世代へと受け継がれてきた技を体現

するこのムーブメントは、最高の高級時計製造の基準を満たす高い技術と伝統的な手作業に

よる仕上げを組み合わせたものです。フラットな表面にはコート・ド・ジュネーブ装飾が施

され、シャープなエッジには、ネジ頭と同様に、面取りが施された後に手作業でポリッシュ

仕上げが施されます。 

 

このタイムピースは、現在ではムーブメントだけなく最終製品にも適用されるジュネーブ・

シール（Poinçon de Genève）の新しい要求事項に適合しています。最終製品にも適用される

ことは、常に本物を見極めるお客様からの真の要望に応える努力を続け、昨年 125 周年を迎

えたジュネーブ・シールにとって画期的なことです。 

 

ケースバックには、個々のシリアルナンバー“N° X/75”とともに、ブティックの住所であ

る“2, rue la Paix”の文字がエングレービングされており、特別な 75本限定モデルであるこ

とを伝えます。 
 

 

 

 

テキスト及び写真のダウンロード: media.vacheron-constantin.com PIN コード: 

2RUEDELAPAIX 
  



 

 

技術仕様 

 

商品番号 80172/000R-9814 

 パトリモニー・トラディショナル キャリバー 2755 

 ヴァシュロン・コンスタンタン パリ ブティックのための特別モデ

ル 

  

キャリバー ヴァシュロン・コンスタンタンが自社で開発・製作した2755 

 ジュネーブ・シール認定タイムピース 

 

動力 機械式手巻き 
 

ムーブメントの直径 33.90mm（14’’’ ¾） 
 

ムーブメントの厚さ 7.90mm 
 

石数 40 
 

部品数 602 
 

振動数 2.5Hz（18,000回／時） 
 

パワーリザーブ 約58時間 
 

表示 時、分 

 トゥールビヨンキャリッジ上にスモールセコンド 

 ミニッツリピーター 

 トゥールビヨン 

 永久カレンダー（曜日、日、月、閏年） 

 時計の後ろにパワーリザーブ 
 

ケース 18Kピンクゴールド（5N） 

 直径44mm、厚さ13.60mm 

 サファイアクリスタルのシースルーケースバック、ネジ留め式 
 

防水機能 防水なし 
 

文字盤 手彫りギヨーシェ装飾を施したシルバーオパーリン文字盤、パリ 

ブティックだけのユニークなパターン 

 ブラックプリントのミニッツサークル 
 

ストラップ チェスナッツカラーの手縫いのミシシッピアリゲーター、サドルス

テッチ仕上げ、大型の四角いうろこ模様 

 セカンドストラップ：手縫いのブラックミシシッピアリゲーター、

サドルステッチ仕上げ、大型の四角いうろこ模様 
 

クラスプ 18Kピンクゴールド（5N）製三つ折りフォールディングクラスプ 

 ポリッシュ仕上げの半マルタ十字 
 

アクセサリー 修正ペン、およびヴァシュロン・コンスタンタンのミニッツリピー

ターの調べを増幅させる 特別な音響振動子“La Musique du Temps” 

 

唯一の作品 

ケースバックに«N° 1/1»、パワーリザーブ表示部分に«2, Rue de la Paix»をエングレービング 



 

  



 

技術仕様 

 

商品番号 47192/000R-9805 

 パトリモニー・トラディショナル・クロノグラフ 

 ヴァシュロン・コンスタンタン パリ ブティックのための特別

モデル 

  

キャリバー 1141 

 

動力 機械式手巻き 

 

ムーブメントの直径 27.50 mm（12’’’） 

 

ムーブメントの厚さ 5.60 mm 

 

石数 21 

 

部品数 164 

 

振動数 2.5 Hz（18,000回／時） 

 

パワーリザーブ 約48時間 

 

表示 時、分 

 9時位置にスモールセコンド 

 コラムホイール式クロノグラフ 

 3時位置に30分カウンター 

 センタークロノグラフ針 

 

ケース 18Kピンクゴールド（5N） 

 直径42mm、厚さ10.60mm 

 シースルーのサファイアクリスタル、ネジ込み式 

 

防水機能 3気圧（約30m）でテスト済み 

 

文字盤 手彫りギヨーシェ装飾を施したシルバーオパーリン文字盤、パ

リ ブティックだけのユニークなパターン 

 ブラックのプリントミニッツサークル 

 

ストラップ  チェスナッツカラーの手縫いのミシシッピアリゲーター、サド

ルステッチ仕上げ、大型の四角いうろこ模様 

 セカンドストラップ：手縫いのブラックミシシッピアリゲータ

ー、サドルステッチ仕上げ、大型の四角いうろこ模様 

 

クラスプ 18Kピンクゴールド（5N）三つ折りフォールディングクラスプ 

 ポリッシュ仕上げの半マルタ十字 

 

 

10本限定のシリアルナンバー入りモデル 

ケースバックに«N° X/10»と«2, rue de la Paix»をエングレービング 

  



 

 

技術仕様 

 

商品番号 82172/000R-9806 

 パトリモニー・トラディショナル・スモールセコンド 

 ジュネーブ・シール認定タイムピース 

 ヴァシュロン・コンスタンタン パリ ブティックのための特別

モデル 

 

キャリバー ヴァシュロン・コンスタンタンが自社で開発・製作した4400 

AS 

 

動力 機械式手巻き 

 

ムーブメントの直径 28.60 mm（12’’’ ½） 

 

ムーブメントの厚さ 2.80 mm 

 

石数 21 

 

部品数 127 

 

振動数 4Hz（28,800回／時） 

 

パワーリザーブ 約65時間 

 

表示 時、分 

 6時位置にスモールセコンド 

 

ケース 18Kピンクゴールド（5N） 

 直径38mm、厚さ7.77mm 

 シースルーのサファイアクリスタル、ネジ込み式 

 

防水機能 3気圧（約30m）でテスト済み 

 

文字盤 手彫りギヨーシェ装飾を施したシルバーオパーリン文字盤、パ

リ ブティックだけのユニークなグラインドパターン 

 ブラックプリントのミニッツサークル 

 

ストラップ  チェスナッツカラーの手縫いのミシシッピアリゲーター、サド

ルステッチ仕上げ、大型の四角いうろこ模様 

 セカンドストラップ：手縫いのブラックミシシッピアリゲータ

ー、サドルステッチ仕上げ、大型の四角いうろこ模様 

 

クラスプ 18Kピンクゴールド（5N）製バックル 

 ポリッシュ仕上げの半マルタ十字 

 

75本限定のシリアルナンバー入りモデル 

ケースバックに«N° X/75»と«2, rue de la Paix»をエングレービング 

  



 

技術仕様 

 

商品番号 81558/000R-9807 

  パトリモニー・トラディショナル・スモールモデル・ 

  ダイヤモンドセッティング 

 ジュネーブ・シール認定タイムピース 

 ヴァシュロン・コンスタンタン パリ ブティックのための特別モ

デル 

  

キャリバー ヴァシュロン・コンスタンタンが自社で開発・製作した1400 

  

動力 機械式手巻き 

 

ムーブメントの直径 20.65mm（9’’’） 

 

ムーブメントの厚さ 2.60mm 

 

石数 20 

 

部品数 98 

 

振動数 4Hz（28,800回／時） 

 

パワーリザーブ 約40時間 

 

表示 時、分 

 

ケース 18Kピンクゴールド（5N） 

 ラウンドカット ダイヤモンド64個（約0.36カラット）をセッティン

グ 

 直径30mm、厚さ7.43mm 

 シースルーのサファイアクリスタル、ネジ込み式 

 

防水機能 3気圧（約30m）でテスト済み 

 

文字盤 手彫りギヨーシェ装飾を施したシルバーオパーリン文字盤パリ ブ

ティックだけのユニークなパターン  

 ブラックプリントのミニッツサークル 

 12個の18Kピンクゴールド（5N）製アプライド・アワーマーカー、

ラウンドカット ダイヤモンド24個（約0.06カラット）をセッティン

グ  

 

ストラップ 縁が縫製されたミシシッピアリゲーター、四角いうろこ模様 

 セカンドストラップ：ブラックサテン 

 

クラスプ 18Kピンクゴールド（5N）製バックル 

 ポリッシュ仕上げの半マルタ十字 

 

75本限定のシリアルナンバー入りモデル 

ケースバックに«N° X/75»と«2, rue de la Paix»をエングレービング 


