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Lifestyle
 »Watch Trend
■2019年プレミアムウォッチのトレンドを先取り

SIHH：厳選ジュネーブ・ウォッチレポート

文●高橋克実
text by Katsumi Takahashi

毎年新春の1月にスイス・ジュネーブで開催される
高級時計の世界をリードするSIHH（国際高級時計展）は
その年の"ウォッチトレンド"を占うには欠かせないイベントだ。
今年は過去最高の35ブランドの出展となり、いつも以上に活況を見せた。
ここではその中から注目度の高かった厳選ウォッチをご紹介しよう。

ミニチュアフードが織りなす
カラフルでポップな
ユニセックスウォッチ

RICHARD MILLE
【リシャール・ミル】
問い合わせ先●リシャールミルジャパン phone:03-5511-1555

　"時計のF1"を標榜するリシャール・
ミルは、スーパースポーツカーや航
空機を思わせるハイテクでメカニカル
な男性的な時計が魅力。しかし今年
の SIHHでは一転して、ドールハウ
スに迷い込んだようなポップでカラフ
ルな展示ブースが広がる、遊び心に
溢れたユニセックスウォッチの新作
発表となった。
　『リシャール・ミル ボンボン コレク
ション』と名付けられた全10種類の
コレクションは、果物をモチーフとし
たフルーツ・ラインと、お菓子がモチー

フのスイーツ・ラインの 2シリーズ。
ケースデザインはベースとなる RM 
07-03 、RM 16-01 、RM 37-01
で構成される。コレクションを統括し
たのは、アートディレクターのセシル・
ゲナ女史で、リシャール・ミルの共同
経営者であるドミニク・ゲナ氏のご令
嬢。これまで『タリスマン コレクショ
ン』でも手腕を揮ってきた実力者だ。
　この新しいコレクションは、文字
盤にフルーツやお菓子がモチーフの
ディテールが載っているのが特徴。
それらは全て手作業によるアクリル

ペイントやグランフーエナメルといっ
た伝統技法で作られた工芸品のよう
な仕上がりがなされ、砂糖の結晶ま
で微小な砂と粉砕したエナメルで演
出されている。それでいてケースには
カーボン TPT 、セラミックス、クオー
ツ TPTといったお馴染みの先端素
材を採用。そうしたテイストミックスの
手法でリシャール・ミルらしい時計に
仕上げている。
　なおSIHH出展が最後の年となっ
たリシャール・ミル。見事に有終の
美を飾ったと言えよう。
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FRUITS LINE SWEETS LINE

RM 16-01
オートマティック シトロン
価格：1540万円（税別・予価）

RM 07-03
オートマティック マシュマロ
価格：1720万円（税別・予価）

北欧の定番お菓子で渦巻きの形をしたリコリスをイメージし、
その上にシトラス（レモン）のミニチュアフードをセッティン
グ。ざらつきや透明感を出したレモンのミニチュアにも伝統
技法が施されている。ケースバックにはイエロークオーツ
TPTを配し、カラフルでポップに仕上げた。世界限定30本。
自動巻き。カーボン TPT×イエロークオーツTPTケース。
サイズ 50.20×38.00mm。年内発売予定。

サンドブラスト仕上げされたエナメル製のマシュマロをダイ
ヤル上に大胆に配置。サイドのミドルケースにはカップケー
キのようなリューズを配し、ダイヤモンド、サファイア、ガー
ネットもセットされ、遊び心のある1本に仕上げた。世界
限定30本。自動巻き。ATZホワイトセラミックス×RG×
TZPラベンダーピンクセミラックスケース。サイズ 45.32
×32.30mm。年内発売予定。

リシャール・ミルのブースは、巨
大なフルーツやキャンディが飾
られたカラフルでポップな空間
が広がった。 このガーリーな
世界観も常識にとらわれないリ
シャール・ミルらしい演出だ。
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RM 16-01
オートマティック フレーズ
価格：1540万円（税別・予価）

CRAFTSMANSHIP
リシャール・ミル ボンボン コレクションの製作過程

RM 16-01
オートマティック レグリース
価格：1600万円（税別・予価）

RM 37-01
オートマティック キウイ
価格：1600万円（税別・予価）

フレーズ（ストロベリー）をイメージしたモデルで、ダイヤ
ル上にはキャンディや板状のお菓子をセッティング。
板状のお菓子のパーツはグレード5のチタン製の上に、
砂や粉砕されたエナメルを施して砂糖をまぶしたような
演出をしている。世界限定30本。自動巻き。カーボ
ン TPT×レッドクオーツTPTケース。サイズ 50.20
×38.00mm。年内発売予定。

レグリースとはリコリス菓子のこと。真っ黒でグミのよ
うな見た目を再現し、触感まで伝わってきそうな渦巻き
状のリコリスだが、実はブラッククローム仕上げのチタ
ン製。表と裏に 2トーンのセラミックスで配した、この
大胆さも新鮮だ。世界限定30本。自動巻き。TZPピ
ンクセラミックス×18KWG×イエローセラミックスケー
ス。サイズ 50.20×38.00mm。年内発売予定。

トノーシェイプのケースにキウイを思わせるグリーンのス
トラップと裏蓋を採用。ダイヤルには多彩なフルーツ
やキャンディを配し、インデックスまでカラフルに仕上
げた。リューズにはツイストしたロリポップのリューズを
デザインした。世界限定30本。自動巻き。カーボン
TPT×グリーンクオーツTPTケース。サイズ 52.65
×34.40mm。年内発売予定。

01 フルーツやキャンディ、グミといったミニチュアフー
ドは手作業でアクリル塗料を着色し、ラッカー塗

料を塗布している。職人の手による精密な加工と透
かし彫りが施されている。

02 発色が鮮やかなパーツには伝統的なグランフー
エナメルの技法を採用。釉薬を乗せて何度も

焼くことで、独特な透明感のある仕上がりとなる。口
の中で溶けるキャンディを見事に表現した。

03 グランフーエナメルは釉薬を乗せてから800度
〜1200度の高温で焼成される。焼き方にムラ

があると、クラックが入り失敗することも。パーツの大き
さやデザインがそれぞれ違うので、高い技術が必要だ。
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RM 37-01
オートマティック スセット
価格：1840万円（税別・予価）

RM 07-03
オートマティック ミルティユ
価格：1420万円（税別・予価）

RM 07-03
オートマティック カップケーキ
価格：1720万円（税別・予価）

スセットとはキャンディのこと。2トーンのグラフィカル
なダイヤルは手作業でグランフーエナメルが施されて、
独特な風合いに。ケースバックから見える可変慣性
モーメントローターは、ゼンマイの巻き上げを使用環境
に合わせて設定できる。世界限定30本。自動巻き。
TZPハンターグリーンセラミックス×18KRGケース。
サイズ 52.65×34.40mm。年内発売予定。

ミルティユとはブルーベリーのこと。ケースはブラック
のカーボン TPTにカラーのクオーツTPTを交互に積
層させてグラデーションを生み出した。ケースバックか
ら見えるターコイズブルーはブランド初となるカラー。
世界限定30本。自動巻き。カーボン TPT×ターコイ
ズ TPTケース。サイズ 45.32×32.30mm 。年内
発売予定。

グランフーエナメルで繊細に仕上げたダイヤル上に
は、インデックスのポイントに加え、ランダムにガーネッ
ト、シトリン、ピンクサファイアの貴石を散りばめた。
ケースサイドのデザインはカップケーキ風に。世界限
定30本。自動巻き。TZPダークブルーセミラックス×
18KWG×TZPスカイブルーセミラックスケース。サ
イズ 45.32×32.30mm。年内発売予定。

04 パーツをエナメルの技法を用いて、マシュマロ
のふんわり盛り上がってツイストした様子を見事

に再現。その表面にはサンドブラスト加工でふわふわ
の質感を出して、リアルさを追求した。

05 ヨーロッパでよく親しまれているお菓子をミニチュ
アの極小パーツにして、ダイヤル上に彩りよく

セッティング。この繊細な作業は、時計製作における
技術とまったく変わらない。

06 焼きあがったエナメルのパーツをひとつひとつ
慎重にダイヤルにはめ込んでいく。美味しそう

なキャンディを演出するため、クラックや傷が入らない
ように、最後まで気を抜くことはできない。
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名作ロイヤル オークに続くか？
話題の新作コレクションが登場

AUDEMARS PIGUET
【オーデマ ピゲ】
問い合わせ先●オーデマ ピゲ ジャパン phone:03-6830-0000

　今年の SIHHで台風の目になっ
たのが、オーデマ ピゲだ。ロイヤ
ル オーク オフショア以来となる新
作コレクション『CODE 11.59バ
イ オーデマ ピゲ』発表という話題
性と、SIHHに出展する主なブラン
ドの中で純然たる新作と呼べるの
はこのコレクションだけだったから
だ。コレクションにはストーリー性
もあり、『11.59』のネーミングには、
12時の 1分前、日付が変わる直
前の新しい日が始まるという意味

が込められているという。
　オーデマ ピゲの時計といえば、
一度見たら忘れられないケースデ
ザインが特徴で、『CODE 11.59
バイ オーデマ ピゲ』も斬新だ。正
面から見ると何の変哲もない丸型
ケースだが、横から見るとわかる3
ピース構造の真ん中のミドルケー
スは八角形にデザイン。同社らし
い八角形をさりげなく潜り込ませた
心憎い演出だ。ダイヤルは８層の
美しい光沢を放つ上質なラッカー

塗装が施され、高級機にふさわし
い質感に仕上げられた。これらの
特徴はコレクションを通じて共通し
たデザインコードになっている。
　またこの新コレクションに合わせ
て、三針、クロノグラフ、トゥールビ
ヨンの新開発キャリバーが投入さ
れた。いずれも次世代を担う新キャ
リバーだ。これらを一気に搭載した
新コレクションの期待の高さがうか
がいしれる。市場でどれだけ受け
入れられるかを注視していきたい。

CODE 11.59 バイ オーデマ ピゲ
クロノグラフ
価格：445万円（税別）

CODE 11.59 バイ オーデマ ピゲ
オートマティック
価格：280万円（税別）

CODE 11.59 バイ オーデマ ピゲ
パーペチュアルカレンダー
価格：775万円（税別）

クロノグラフにも新キャリバーを搭載。
自社製では初となる一体型のクロノグラ
フで、初のフライバック機能も装備。垂
直クラッチにコラムホイールを備えてい
るので針飛びもせず、操作感も快適だ。
ラグとケースも一体で、裏蓋側はわずか
にすき間を作り、スポーティな仕様に仕
上げた。自動巻き。18KWGケース。サ
イズ 41mm。ブティック限定。

新開発の Cal.4302を搭載した 3針モデル。
従来機より10時間長い約70時間パワーリ
ザーブを実現した。ラッカーを8回も重ね塗り
したダイヤルは乳白色の艶やかな表情に。見
る角度によって表情を変える複雑な三次元曲
面に仕上げたサファイアクリスタルもこだわりの
ひとつだ。自動巻き。18KPGケース。サイズ
41mm。ブティック限定。

同社が誇る薄型の永久カレンダーキャリバーを
搭載。ダイヤルはアベンチュリン製で、星空が
幻想的に広がるようなデザインに。6時位置の
ムーンフェイズのディスクにも同じくアベンチュ
リン。新型のドーム風防の効果で、外周の週
表示が強調されて見えるのもこのコレクション
の特徴だ。自動巻き。18KPGケース。サイズ
41mm。ブティック限定。
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Wアニバーサリーで
ドイツ・ブランドの存在感をアピール

A.LANGE & SÖHNE
【A.ランゲ &ゾーネ】
問い合わせ先●A.ランゲ &ゾーネphone:03-4461-8080

　ふたつのアニバーサリーに沸い
たのが今年の A.ランゲ &ゾーネ
だ。ブランドを復興した 1994年に
最初のコレクションを発表して、今
年で 25周年。今ではドイツ屈指
の高級ブランドであるが、その立役
者となったのがフラッグシップモデ
ルの『ランゲ 1』だ。今年はそのア
ニバーサリーエディションが登場。
ファーストモデルのひとつの針が
ブルーだったことにちなんで、ダイ
ヤルのブルースチール針はもちろ

んインデックスやアウトサイズデイト
の数字、さらにケースバックのテン
プのウケの数字までもブルーをあし
らった特別仕様となっている。
　 一方、機械式デジタル表示機
構で、同社の中でも異質な存在感
を放つツァイトヴェルクもアニバー
サリーを飾った。10周年を迎える
このシリーズから登場した『ツァイト
ヴェルク・デイト』は、今年唯一の
新キャリバーを搭載した新作で、文
字盤外周のガラスリングにデイト機

能を備えている。文字盤の下層に
配置した赤のマーカーの動きでデ
イトを示す仕組みとなっており、特
徴であるデジタル表示をデイトにも
採用。また 8時位置のボタンはデ
イト操作のために新たに追加され
たもので、リューズ操作する必要は
ない実用的な機能も魅力だ。
　ふたつのアニバーサリーで節目
を祝いつつ、ザクセン流の意匠を
存分に誇示する特別モデルの発
表となった。

ランゲ1 "25th アニバーサリー"
価格：489万円（税別・予価）

ツァイトヴェルク・デイト
価格：987万円（税別・予価）

リヒャルト・ランゲ・
ジャンピングセコンド
価格：780万円（税別・予価）

シルバーダイヤルにブルーの針やインデッ
クスを合わせたアニバーサリーの特別仕
様。裏蓋は開閉式のハーフハンター仕
様で、1873年竣工の工房をエングレー
ビング。またテンプのウケにはアウトサイ
ズデイトを描き、小窓と25をエングレービ
ングして更にブルーを施し特別感を演出
した。限定250本。手巻き。18KWGケー
ス。サイズ38.5mm。4月以降発売予定。

9時位置の小窓に時、3時位置の小窓に
分を示す、10周年を迎えたデジタル表示の
シリーズに、外周に赤く移動するデイト表示を
加えた新作モデル。新たにふたつのプッシュ
ボタンを追加し、アワーとデイトの調整をボタ
ンで操作できるようにし、パワーリザーブは72
時間まで延長した。手巻き。18KWGケース。
サイズ44.2mm。7月以降発売予定。

時分秒がそれぞれ独立した大型のレギュレー
ター表示になっているモデルに、ブラックダイ
ヤルの新色が登場。一番大きな 12時位置
の秒表示は、1秒ごとジャンプして刻むように
進むのでしっかり視認できる。6時位置の逆
三角の赤いマーカーはゼンマイ残量が 10時
間を切った印だ。手巻き。18KWGケース。
サイズ 39.9mm。4月以降発売予定。
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魅惑のネイビーダイヤルと
進化系のパーペチュアルカレンダー

VACHERON CONSTANTIN
【ヴァシュロン・コンスタンタン】
問い合わせ先●ヴァシュロン・コンスタンタン phone:0120-63-1755

　ジュネーブきっての老舗メゾン
であるヴァシュロン・コンスタン
タンは今年、ネイビーダイヤルに
フォーカス。ドレッシーなパトリモ
ニー、クラシックなフィフティーシッ
クス、スポーティなオーヴァーシー
ズといった、コレクションを横断
する8本のネイビーダイヤルのラ
インナップを披露。2019年は多
くのブランドでブルーダイヤルモ
デルが発表されたが、そのトレン
ドのど真ん中いるのはこのメゾン

に間違いない。
　もうひとつのハイライトが、来
年2020年の閏年で注目が集ま
るパーペチュアルカレンダーモ
デルだ。パーペチュアルカレン
ダーは 4年に 1度しかない閏年
をきちんと調整してくれる便利な
機能だが、一度針が止まってしま
うと、日付、曜日、月、年、月齢を
再設定するのが面倒でデメリット
であった。しかし同社はパワーリ
ザーブを最大65日間にするとい

う画期的な手法を取り入れ、ずっ
と動かし続けることで以前よりも
再設定の煩わしさを減らした。こ
のモデルにはアクティブモード用
とスタンバオモード用のふたつの
脱進機が搭載されており、ふたつ
を使い分けることで長期間、針
が止まらないように設計されてい
る。画期的なアイデアで問題解
決に導くこのモデルはパーペチュ
アルカレンダーの進化系といえ
るだろう。

パトリモニー・
マニュアルワインディング
価格：190万円（税別・予価）

パトリモニーからシリーズ初となるミッドナイトブルー
ダイヤルを採用。サンバースト仕上げにより、ブ
ルーのニュアンスが変化するのも楽しみのひとつ。
ジュネーブ・シール取得済みの薄型ムーブメントを
搭載し、エレガントな王道ドレスウォッチに。ミッド
ナイトブルーのストラップともマッチする。手巻き。
18KPGケース。サイズ 40mm。6月発売予定。

オーヴァーシーズ・エクストラフラット・
パーペチュアルカレンダー
価格：805万円（税別・予価）

トラディショナル・ツインビート・
パーペチュアルカレンダー
価格：時価※参考価格：2310万円（税別・予価）

スポーティなオーヴァーシーズからもブルーダイヤ
ルが登場。今年はブルーダイヤルとパーペチュア
ルカレンダーが 2大トレンドとなっているが、こち
らはふたつの要素を併せ持つ今年を象徴するモ
デルだ。複雑機構を搭載しながら、ケースの厚み
を 8.1mmに抑えて上品に仕上げた。自動巻き。
18KPGケース。サイズ 41.5mm。9月発売予定。

毎時36000振動（4日間パワーリザー
ブ）と毎時8640振動（65日間パワーリ
ザーブ）の２つの脱進機を備え、長期間、
針が止まらないようにした画期的な永久
カレンダーモデル。12時位置のサブダ
イヤルにはモード別のパワーリザーブ表
示が配置されている。手巻き。プラチナ
ケース。サイズ42mm。今秋発売予定。
ブティック限定。
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サブマーシブルが独立コレクションに。
体験型腕時計も話題

PANERAI
【パネライ】
問い合わせ先●オフィチーネ パネライphone:0120-18-7110

　新CEOの就任に伴い、コレクショ
ンの再編が行われたパネライ。目玉
は『サブマーシブル』がコレクション
のひとつとして格上げされたこと。そ
のお披露目となった今年の新作は
もちろんサブマーシブルが主役だ。
　サブマーシブルはコレクションの
中でもケースに新素材を試みる役
割を担ってきた。プロフェッショナ
ルダイバーズであるサブマーシブル
にはケースに高い耐腐食性、耐衝
撃性、耐磁性が要求されるからだ。

これまでもカーボンをベースとした
複合素材の『カーボテック』、ガラ
スのような非結晶の特殊合金である

『BMG-TECH』が率先して採用さ
れてきた。今年は『エコチタン』と呼
ばれる天然資源の採掘からではなく、
リサイクルチタンが由来となる新素
材が登場。金属の成分そのものは
チタンだが、高級時計で初めてリサ
イクル物質を導入した意義は大きい
と言えるだろう。
　一方で、パネライの腕時計を買う

と、そのモデルの世界観を体験でき
るツアーがセットになった限定モデ
ルも登場。北極探検、元フリーダイ
バー世界チャンピオンとの潜水体
験、イタリア海軍特別入隊といった
特別な体験がセットになっている。
昨今、モノ消費からコト消費への消
費動向の変化が叫ばれているが、
パネライは高級腕時計業界で先陣
を切った。高い商品力とアイデアを
備えた新作を提示し、パネライ新体
制の存在感を強く印象付けた。

サブマーシブル クロノ
ギョーム・ネリー エディション-47mm
価格：214万円（税別・予価）

サブマーシブル BMGテック-47mm
価格：168万円（税別・予価）

サブマーシブル マリーナミリターレ
カーボテック リミテッドエディション-47mm
価格：452万円（税別・予価）

潜水時間計測として、センターに秒と分の同軸
上の積算クロノグラフを備えた 300ｍ防水のダイ
バーズ。ダイヤルはざらついた質感が特徴のシャー
クグレー文字盤を採用し、ベゼルには鮮やかなブ
ルーセラミックを配した。ダイバーのギョーム・ネリー
とのコラボモデル。限定500本。自動巻き。Tiケー
ス。サイズ 47mm。6月発売予定。

優れた耐食性、耐磁性を誇るバルク
金属ガラスからできた BMGテックを
ケースに、軽量かつ堅牢なカーボテッ
クを逆回転防止ベゼルに採用。パ
ネライ独自素材であるこのふたつを
一緒に採用した初のモデル。カーボ
ンが積層されたベゼルの独特な風
合いもデザイン的なアクセントに。自
動巻き。BMGテックケース。サイズ
47mm。12月発売予定。

歴史的に関わりが深いイタリア海軍特殊部隊へ
の入隊体験がセットになった限定モデル。針やイ
ンデックスのルミノバと、ストラップにカーキカラー
をあしらい、精悍なミリタリーテイストに仕上げた。
ケースバックにはイタリア海軍の紋章がエングレー
ビングされる。限定33本。自動巻き。カーボテッ
クケース。サイズ 47mm。7月発売予定。
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