名車とルーツを共有する
ドイツの至宝、再び
PORSCHE
DESIGN

MODERNISM

最旬腕時計

T R E N D

ポルシェ デザインは、
スポーツカーのポルシェと
紛れもなく同じDNAを持っている。
しかし、
立ち位置はあくまでも独立したデザイン集団として、
彼らが生み出すプロダクツにとびきりの美と機能を追い求める

モダニズム美術／建築の原点
バウハウスへのリスペクト

かつてドイツのヴァイマルにあった

バウハウス

美術・建築の学校だ。激動の時代に翻

弄され、わずか十数年で閉校 、
つまり

学校の歴史に幕を下ろさざるを得な

そこで学び巣立ったアーティストたち

かった。が、バウハウスのポリシーは、

美 術やコンテンポラリー建 築に大き

によって、受け継がれ、その後の現代

も影響を与え続けているとも言える

な影響を与えた。
いや、ある意味 、今

だろう。

かのポルシェ博 士（フェルディナン

ポルシェ デザインスタジオ

孫のフェルディナンド・アレクサンダ

ド・アントン・エルンスト・ポルシェ）
の

トに興したデザイン集団だ。ポルシェ

ー・ポルシェが、ドイツのシュツッツガル

クサンダー・ポルシェのポルシェ デザ

の直 系 、といえばそ う なる。が、アレ

名車と同じＤＮＡを受け継ぎながら

インスタジオの生み出すデザインは、

も、ポルシェのクルマありきではなく、

ポルシェ デザインらしさを貫き通し

として、他のポルシェに携わるデザイ

た。現在はポルシェ デザイングループ

ン会 社とともに、クルマのポルシェＡ

Ｇ傘 下に加わっている。が、独 自 性と

いう意味では、現在のポルシェ デザイ

きではない。

ンの生み出す製品は、ポルシェ車あり

ドイツのデザイン関係者なら少な

そして
『１９１９』シリーズ。

からず影響を受けているバウハウスへ

のリスペクトから 、バウハウス創 立の

１９１９年をシリーズ名に決めた。な

ダニズムの末裔だからだ。

ぜなら１９１９シリーズがドイツ・モ
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Ti
（ブラック・カーバイド・コーティング）
。
自動巻。ラバーストラップ。ケース径
:42mm。
2016年新作。
55万0800円

オールブラック

6020.3.02.003..02.2

Ti
（ブラック・カーバイド・コーティング）
。
自動巻。Ti
（ブラック・カーバイド・コーテ
ィング）
ブレスレット。ケース径42mm。
2016年新作。
59万4000円

メインダイヤルとインナ
ーリングで2地点の時刻
を表示するデュアルタイ
ムウォッチ。
ムーヴメント
はセリタSW300。
このグ
ローブタイマーをはじめ
1919シリーズはすべて
のモデルが100m防水

077

6020.1.01.003.06.2

Ti。
自動巻。
ラバーストラップ。ケース
径:42mm。2016年新作。66万9600円

オールチタニウム

6020.1.01.003.01.2

ブラック＆ラバー

6020.1.02.003.06.2

Ti
（ブラック・カーバイド・コーティング）
。
ラバーストラップ。ケース径:42mm。
2016年新作。
71万2800円

オールブラック

6020.1.02.003.02.2

Ti。
自動巻。Tiブレスレット。ケース径
:42mm。
2016年新作。
71万2800円

Ti
（ブラック・カーバイド・コーティング）
。
自動巻。Ti
（ブラック・カーバイド・コーテ
ィング）
ブレスレット。
ケース径:42mm。
2016年新作。
75万6000円

チタニウム＆ラバー

オールチタニウム

6020.3.01.003.06.2

Ti。
自動巻。
ラバーストラップ。ケース
径:42mm。49万6800円

6020.3.01.001.01.2

Ti。
自動巻。Tiブレスレット。ケース径
:42mm。
55万0800円

オールブラック

6020.3.02.001.02.2

Ti
（ブラック・カーバイド・コーティング）
。
自動巻。Ti
（ブラック・カーバイド・コーテ
ィング）
ブレスレット。
ケース径:42mm。
59万4000円

1919シリーズで唯一の
クロノグラフタイプ。12
時 位 置に3 0 分 積 算
計、6時位置に12時間
積算計、
ダイヤルの外
周にタキメータースケ
ールを装備する。ケー
スはいずれもチタン合
金で、
ブラック・カーバイ
ドか生成りのチタンが
選べる。
ラバーベルトま
たはチタンブレスレッ
ト。ムーヴメントはセリタ
SW500

1919 DATE TIMER

6020.2.02.001.02.2

Ti
（ブラック・カーバイド・コーティング）
。
自動巻。Ti
（ブラック・カーバイド・コーテ
ィング）
ブレスレット。
ケース径:42mm。
66万9600円

1919 GLOBE TIMER

オールブラック

2016年5月に発売した
ばかりの新作。モノトー
ンでまとめられたダイヤ
ルは、超シンプルなが
らポルシェデザインらし
いキャラクターが立った
デザイン。ムーヴメント
はセリタSW200。
ちな
みにアリゲーターストラ
ップのタイプが9月に発
売予定

チタニウム＆ラバー

1919 CHRONOTIMER

6020.3.02.003.06.2

1919 DATE TIMER

ブラック＆ラバー

ETERNITY BLACK EDITION

PORSCHE DESIGN

ベーシックなセンターハ
ンズの3針腕時計だけ
ど、
秒針のトップと12時
位置の赤いポイントが
妙に印象に残る。1919
シリーズのラバーストラ
ップはエンボス風にロ
ゴがデザインされ、
裏面
はレーシングタイヤから
インスピレーションした
レザーフレックスパター
ンを採用。手首に優し
く、
しかも装着感がいい

6010.1.04.005.01.2

ポルシェ デザインの祖のひとり 、

リップ力 をサポートする細工が施し

て強い。やや大きめのリューズにはグ

最先端のチタン合金ケースは軽く

メントもクロノグラフでは定 評のあ

ロでは必 需の装 備 。搭 載 するムーヴ

もコンピュータに頼れないエンデュー

えばオーソドックスなダイヤルのデザ

アレクサンダー・ポルシェは、天 才・ポ

日々進 化を続ける部 分と 、絶 対に変

るＥＴＡバルジューにこだわっている。

駈けぬけるためのマシンとして、
スポ

ル シェ博 士 の 孫 で あ る と と も に 、

てある。プッシュボタンは小気味のよ

われない部分が９１１にも 、クロノタ

認性のよいインパネだ。タキメーター

９１１というコードネームがそのまま

い操 作 感 。ラバーストラップも 、チタ

イマーにも共通するのは、やはりＤＮ

イン。スポーツカーなら 、さしずめ視

車名になったスポーツカーの開発プロ

トも 、計 算し尽 くされた腕 なじみの

ンブレスレットも 、天 然のカーフベル

違いない。

ジェクトでは、主要なメンバーとして

しかし一方で 、スポーツクロノグラ

名を連ねていた。９１１は１９６３年

ーツカーの世界の頂点に立っている。

T R E N D
『 クロノタイマー』シリーズ

最旬腕時計

Ａなのだろ うか… … 。きっと そ うに

さかのぼればやはり９１１
ポルシェ デザインの王道

MODERNISM
よさだ。

ないところは、守り続けている。たと

フとして変 われ ない… …いや 、譲 れ

年 以 上 もモデルチェンジをしなが

にプロトタイプが発 表 されて以 来 、

質は変わらない。その時 代 を 先 頭で

ら進化を重ねている。しかし、その本

50

6011.10.406.113

オールブラック カーボン

6010.1.04.005.05.2

Ti
（ブラック・カーバイド・コーティング）
。
自動巻。
ラバーストラップ。
カーボンダイ
ヤル。
ケース径42mm。
73万4400円

CHRONO TIMER

クロノタイマー系のコレクシ
ョンの中で世界限定500本
の超レアモデル、
“クロノグ
ラフ チタニウム リミテッドエ
ディション”
インパネまわりが黒で統一されたクルマが多いのは、
光の乱反射を
おさえて視認性を高めるため。
クロノタイマーシリーズも着想は同じ
で、
ダイヤルのみならずケースやブレスレットもてかりをおさえたブラッ
ク・カーバイド・コーティングをほどこしたタイプを用意している。
またク
ロノタイマー系のモデルは共通の42mmケースを使用している

Ti。
自動巻。
ブラックカーフ＆ブラックス
テッチ・レザーストラップ。ケース径
:42mm。
世界限定500本。
82万0800円

Ti
（ブラック・カーバイド・コーティング）
。
自動巻。Ti
（ブラック・カーバイド・コーテ
ィング）
ブレスレット。42mm。
カーボンダ
イヤル。
82万0800円

スポーティブブラック

チタニウム リミテッドエディション

CHRONO GRAPH

PORSCHE DESIGN
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黒ダイヤルはクロノタ
イマー シリーズ1“オー
ルチタニウム”白ダイ
ヤルは同じクロノタイ
マー シリーズ1の
“ピュ
アホワイト”ちなみに
“ピュアホワイト”
は、
ク
ロノタイマーのラインナ
ップで唯一のホワイト
ダイヤル。

CHRONO TIMER

ピュアホワイト

6010.1.02.002.02.2

Ti。
自動巻。Tiブレスレット。ケース径
:42mm。
ホワイトダイヤル。
73万4400円

チタン合金独特
の鈍く光るケー
スに、
ストップウォ
ッチ針とストラッ
プのステッチの
オレンジがちょっ
と強めの刺激。
クロノタイマー シ
リーズ1“タンジェ
リン”

タンジェリン

6010.1.10.007.06.2

Ti。
自動巻。
ブラックカーフ＆オレンジス
テッチ・レザーストラップ。ケース径
:42mm。
66万9600円

CHRONO
TIMER
079

オールチタニウム

6010.1.09.001.04.2

Ti。
自動巻。Tiブレスレット。ケース径
:42mm。73万4400円

TIME PIECE
ディープブルー

6010.1.07.003.07.2

Ti。
自動巻。ディープブルーファブリッ
ク＆ディープブルーステッチストラップ。
ケース径:42mm。
100m防水。
66万9600円

ブラックダイヤ
ル、
ブラック・カー
バイド・コーティン
グのチタン合金
ケース、
ブラック
ラバーストラップ
という組み合わ
せの“タイムピー
スNo.1”は世界
限定500本

No.1

6011.13.4.06.814
Ti
（ブラック・カーバイド・コーティング）
。
自動巻。ラバーストラップ。ケース径
:42mm。
世界限定500本。
90万7200円

黒に限りなく近いネイビーブルーのフ
ァブリックストラップとステッチが印象
的な
“クロノタイマー ディープブル
ー”
はシックで上品な魅力。搭載する
ムーヴメントはクロノタイマーコレクシ
ョンはすべてETAバルジュー製で、
シ
ースルーバックケースからはポルシェ
デザインオリジナルのローターやメカ
の動きが楽しめる

CHRONO TIMER

