プレスリリース
グラスヒュッテ/ ロンドン、2019 年 7 月 11 日

時代に流されないクラシックなスタイ
ル - モリッツ・グロスマンが、ロンド
ンにて新作 37 アラビック ブラック&
ホワイトを披露
時を選ばないセンスへのステートメント
•

•
•

モリッツ・グロスマン ロードショー 2019 の一環として、2019 年 7 月 11 日、ロンド
ンにて・37 アラビック ブラック＆ホワイトを初披露
ビデオへのリンク: https://ja.grossmann-uhren.com/news/
ブラックとホワイトゴールドを基調とし、躍動的なホワイトのアラビア数字が施され
たコントラストが美しいデザイン
直径 37 mm、5 分の 3 プレートのムーブメント構造を内蔵したスマートなケースサイ
ズ

ブラック＆ホワイト、これほどコントラストを成す組み合わせは、他にありません。
モード、建築、デザイン – この無彩色の組合せは、常に近代的でありながら、決し
て流行に流されない存在です。はっきりとしたアクセントとして成立するのに、決
しておしつけがましくありません。清廉でありながら、決して単調ではありません。
互いに両極にありながら、完全に調和し合っているのです。ブラック＆ホワイト それは、完璧なリエゾン（関係）です。
グラスヒュッテの時計製造メーカー、モリッツ・グロスマンは、このアイコン的な
カラーコントラストを、独自の美的センスとエレガンスで解釈し、37 アラビック
ブラック&ホワイトを完成させました。
漆黒のダイヤルにより、ホワイトのエレメントのラインが、強調されています。輝
きを放つ 18K ホワイトゴールドが、ケースと巻き上げリュウズを美しく演出し、
時計全体を美しく見せるフレームを構築しています。ホワイトゴールドのバックル
を装備したブラックのアリゲーターストラップが、エレガントなデザインキャラク
ターを強調しています。
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ケースは、直径 37 mm というスリムな構造です。人気のベヌー シリーズのスモー
ルバージョンとして、特有のロザンジュ針を装備し、ベヌーならではのフォーム
ステートメントを有する 37 アラビック ブラック&ホワイトに仕上げられています。
ダイヤル
まるで針がワルツを踊っているように見える躍動的なデザインのブラックダイヤル
と、ホワイトのアラビア数字が、多くの人々の目を惹きつけます。その躍動感と共
に、このダイヤルは、直線的で静寂な不動点を、形成しています。全て手作業で製
造された、ポリッシュ仕上げのステンレスのグロスマン製針により、正確に時刻を
読み取ることができます。
また、この無彩色のコントラストを強調するホワイトのディティールが、さらに 2
つ存在します。ピュアなホワイトでデザインされたモリッツ・グロスマンのロゴ、
そしてそこに調和するように描かれた、ホワイトの「Made in Germany」というク
オリティ マークです。両デザイン共に、37 アラビック ブラック&ホワイトのため
に、考案されたものです。
キャリバー 102.1
自社製キャリバー 102.1 の時計が、新たに登場しました。直径わずか 26 mm、高
さ 4 mm という驚きのサイズにて、5 分の 3 プレートのクラシックな基本構造を有
するムーブメントを実現しました。このムーブメントサイズのために特別に開発さ
れた非対称レバー式脱進機と改良型修正機構により、ムーブメントは駆動していま
す。サファイアクリスタル製のシースルー裏蓋により、芸術的なまでに仕上げられ
たグロスマン製コンポーネントの魅惑的な動きを、楽しむことができます。
時計製造メーカー、モリッツ・グロスマンは、37 アラビック ブラック＆ホワイト
を実現したことで、「最も美しいドイツの職人技」に、純粋な美をもたらし、最高
レベルの職人技で、時代の精神と時代を超越したセンスを融合することに成功しま
した。「ブラック＆ホワイトは、私のお気に入りのカラーコンビネーションです」
と、製造工場創立者であり CEO でもあるクリスティーネ・フッターは、言います。
「このカラーコンセプトは、いつでも、どんなシチュエーションにでも合わせるこ
とができる –まさに 37 アラビック ブラック&ホワイトと同じです。いつでも、手
元に着けた瞬間から、その人をスタイリッシュに仕上げてくれる。時を選ばないセ
ンスへのステートメントです。」
バリエーション
モリッツ・グロスマン アラビック ブラック&ホワイトは、ホワイトゴールド バー
ジョンでお求めいただけます。
Ref.：MG-002267

Grossmann Uhren GmbH

07/2019

2/7

ケース：18K ホワイトゴールド
ダイヤル：ブラック
針：手仕上げ、
ポリッシュ仕上げをしたステンレススチール
ロンドンでのモリッツ・グロスマン・ロードショー 2019
ロンドンのメイフェア地区で、2019 年 7 月 11 日、37 アラビック ブラック&ホワ
イトが、初披露されます。このイギリスのメトロポールで、インターナショナル
モリッツ・グロスマン ロードショー 2019 は、幕を閉じます。しかし、それだけで
はありません。他に類を見ないコントラスト、現代的でありながら伝統的でもある
37 アラビック ブラック&ホワイトのスピリットが、この場所から、動き出します。
37 アラビック ブラック&ホワイト プロモーション ビデオ – 詳細にクローズアップ
37 アラビック ブラック&ホワイトの動画は、ここでご覧いただけます。
https://ja.grossmann-uhren.com/news/

技術データ
自社製キャリバー 102.1、手巻き、5 姿勢調整
188 個
22 石（うち 3 石はネジ留め式ゴールドシャトンに使用）
アンクル脱進機
質量ネジ4本および調節ネジ2本を装着した耐震軸受式グロスマ
ン製テンプ、ニヴァロックス1ヒゲゼンマイを下側に設置
テンプ
直径：10.0 mm 振動数：21,600 振動/時
パワーリザーブ
完全巻き上げ状態から約 48 時間
機能
時、分、スモールセコンド
操作
リュウズ1個 18K ゴールド（巻き上げおよび時刻設定用）
ケースサイズ
直径：37.0 mm、厚さ9.2 mm
ムーブメントサイズ
直径：26.0 mm、厚さ4 mm
ケース
スリーピース、18K ゴールド
ダイヤル
シルバー無垢、アラビア数字
針
手仕上げ、ポリッシュ仕上げをしたステンレススチール
風防
片面反射防止加工をしたサファイアクリスタル
ストラップ
18 K ゴールドピンバックル付きの手縫いアリゲーター・ストラ
ップ
ムーブメント
部品数
石数
脱進機
調速機

特徴 質量ネジおよび調節ネジを装着した耐震軸受式テンプ、インパルスピンをリ
ムに固定、フラットひげゼンマイ、統合型安全ロール付きのテ
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ンプ芯、グロスマン製精密調整ネジによる緩急調整装置、5 分
の 3 プレート・支柱・個別に取り外し可能なクラッチ式巻き上
げ機構からなるプレート構造、表面処理をしない洋銀のフレー
ム基部、平型ネジ留め式の盛り上がったゴールドシャトン、グ
ラスヒュッテ式コハゼ装置（改良型戻し機能付き）、ゼンマイ
切れに備えエネルギー効率の最適化を実現する両側とも受け石
に載せられた香箱、ARCAP ギアトレイン、自社開発 18 歯ガン
ギ車を備えた脱進機

モリッツ・グロスマン・ウーレン社 - Moritz Grossmann Uhren
1826 年にドレスデンで生まれたモリッツ・グロスマンはドイツの偉大な時計職人を代表する先駆者
的な存在です。その友人であったフェルディナント=アドルフ・ランゲは 1854 年、自らの機械式工
房をグラスヒュッテに設立するよう、この才能に溢れる若き時計職人を説得しました。グロスマン
は高名な時計工房を構築するかたわら、政治的、社会的な貢献も果たし、1878 年にはドイツ時計学
校を設立しました。モリッツ・グロスマンは 1885 年突然この世を去り、彼の工房は解体されまし
た。
熟練の時計職人クリスティーネ・フッターがいにしえのグラスヒュッテの時計ブランド「モリッ
ツ・グロスマン」を発見し、これを保護することにより、モリッツ・グロスマンの伝統的な時計作
りに対する情熱が 2008 年に再び甦りました。フッターは構想を練り上げ、120 年以上経った後に
グロスマンの遺産を極上の腕時計によって体現するというビジョンに胸を膨らませました。彼女は
自らの夢の実現をサポートしてくれるよう、個人の時計愛好家たちを説得しました。そして 2008
年 11 月 11 日、グロスマン・ウーレン社（Grossmann UHREN GmbH）をグラスヒュッテに設立し
ます。
グロスマンの時計職人は今日もなお、歴史的な品を複製することなく、その伝統を維持しています。
革新力、最高の手工業技能、伝統をもって、しかしながら最新の製造手法と最高級の素材を利用し
ながら、その時計を通して、「最も美しいドイツの職人技」を創造します。

画像および動画 ダウンロード：
https://my.hidrive.com/share/i1fh7lhjo2
グロスマン・ウーレン GmbH 詳細情報 ダウンロード：
https://my.hidrive.com/share/griputry38
グロスマン・ウーレン GmbH：
https://ja.grossmann-uhren.com/
https://ja.grossmann-uhren.com/news/
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詳細ならびに高解像度の画像資料に関しては、以下までご連絡ください。
モリッツ・グロスマン・ジャパン 連絡先：
モリッツ・グロスマン・ジャパン株式会社
担当者：瓜生

まり子（マーケティング+PR）

東京都文京区小石川 4-15-9
Tel:

03-5615‐8185

Fax: 03-5615‐8186
mariko.uriu@grossmann-uhren.com
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37 アラビック ブラック&ホワイト
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キャリバー 102.1
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