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プレスリリース 

2020年 11月 グラスヒュッテ 

 

 

19世紀の技法を用いた限定モデル 

「XII バースデーエディション」を発表 
 

 

 

モリッツ・グロスマンの創立 12周年を祝し、記念日である 11月 11日に完璧なメカニズムを搭

載する限定モデルを発表いたします。このモデルはグラスヒュッテの歴史的な時計師であるモ

リッツ・グロスマンと彼の名を受け継ぐマニュファクチュールを結び付けるものです。 

一番の特徴はシルバーフリクション コーティングを施したダイヤルです。19世紀の伝統的な

技術の一つであり、才あるモリッツ・グロスマンも自身が製作した振り子時計にこの技術を用

いていました。 

新モデル「Ⅻバースデー エディション」はローズゴールドケースモデル 6本、ステンレススチ

ールケースモデル 6本の合計 12本限定モデルです。 

 

シルバーフリクション コーティングの歴史 

 

時計において文字盤はもっとも重要なパーツであり、その時計の評価を大きく左右します。現

代の高い技術をもってすれば、どのようなデザインの文字盤であっても製作することができる

ようになりました。 

かつては電気が通っておらず、そのような技術はどこでも使えるものではありませんでした。

しかしモリッツ・グロスマンが 1860年から 70年代にかけて製作したような、特徴的で洗練さ

れた文字盤製作ならば可能でした。当時の時計師たちは文字盤の表面を美しく見せるため、シ

ルバーフリクション コーティングを用いていました。この技法は産業革命以前に広く活用され

ており、電気の無いグラスヒュッテでも度々取り入れられていました。 

 

伝統的な技法 

 

現在この洗練されたシルバーフリクション コーティングの技術を習得しているのはほんの一握

りの職人のみです。この仕上げが施されたダイヤルを特別でユニークにするものは一体何でし

ょうか。 

銀の細粒、そして塩を含む白い粉に少量の水を加え、ブラシで文字盤に擦りつけます。事前に

汚れを徹底的に落とし、表面を粗めに仕上げることが不可欠です。銀メッキを施す前にダイヤ

ルのインデックスには手彫りのエングレービングが施され、その中に黒いラッカーが充填され

ます。その後、銀が必要以上に厚くなることを避けるために窯で焼かれます。 

表面は粗さが残るよう仕上げられており、エングレービングが施された部分にのみラッカーが

行き渡るよう余分な塗料は取り除かれます。銀のパウダーはラッカーには付かないため、ロゴ

やインデックスなどの刻印部分はシルバーフリクション コーティングされることなくブラック

ラッカーが残り、輝くようなシルバーとコントラストを成します。 
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視認性の高いきめ細かなベルベットのような仕上げ 

 

グラスヒュッテのマイスターは、限定モデル「XII バースデー エディション」のダイヤルをシ

ルバーフリクション コーティングで仕上げ、その伝統的な技法を現代にもたらしました。 

文字盤表面はきめ細かなベルベットのような仕上がりで、美しく光を反射し高い視認性を保ち

ます。シルバーフリクション コーティングをかけた文字盤を酸化やそのほかの環境の変化から

守るために、ダイヤルにはさらに保護コーティングがかけられています。 

 

クラシカルなデザイン 

 

XIIバースデーエディションではモリッツ・グロスマンの懐中時計に見られる大きなローマ数

字が採用されました。1875年に製作された「M. GROSSMANN」のオリジナルロゴがヴィンテージ

調の雰囲気を強めます。インデックスの数字とロゴ部分はエングレービングされており、そこ

へラッカーが流し込まれます。手仕上げされた繊細な梨型の針はブルーに焼き戻され、クラシ

カルな文字盤に完璧に調和します。 

 

時計師モリッツ・グロスマン グラスヒュッテのマイスター 

 

グラスヒュッテにあるドイツ時計学校の創設者であるモリッツ・グロスマンは、時計づくりを

学ぶためのベーシックなムーブメントを学生たちに提供していました。学生たちはそれを用い

て懐中時計を製作し、またそのダイヤルの多くにはシルバーフリクション コーティングが施さ

れていました。 

シルバーフリクション コーティングが施されたダイヤルを持つ振り子式時計、懐中時計そして

クロノメーターの数々は現在も素晴らしいコンディションを保っており、かつてドイツ時計学

校であった現ドイツ時計博物館にて人々を魅了しています。 

 

 

 

キャリバー100.1 

 

XIIバースデーエディションにはキャリバー100.1が搭載されています。片面無反射コーティン

グが施されたサファイアクリスタル製ケースバックよりムーブメントの動きを見ることができ

ます。注目すべきはモリッツ・グロスマンの中でも最も精巧な仕上げを施したムーブメントで

ある、華やかなハイアーティスティック フィニッシュです。2/3プレートには幅広の平行なリ

ブ模様があしらわれています。テンプに沿うようにデザインされたプレートのカットアウトか

らは、精密調整ネジを備えた片持ち式テンプ受けとテンワを見ることができます。盛り上がっ

たゴールドシャトンとそれを留める平型ネジはクオリティの高さの証です。歯を一枚ずつ丁寧

に仕上げた輪列の歯車が深みを与え、美しい光の反射を生み出します。 

モリッツ・グロスマンのもう一つの特徴は完全自社製のプッシャー付き手巻き機構です。この

機構により、リュウズを戻す際に意図せず時刻がずれてしまうことや、時刻調整時にゴミなど

の異物が入り込んでしまうという大きな 2つの問題を解消することができます。 

 

XIIバースデーエディション 

 

XIIバースデーエディションはダークブラウン アリゲーター ストラップを合わせたローズゴ

ールドケースモデルと、ブラック アリゲーター ストラップを合わせたステンレススチールケ

ースモデルからお選びいただけます。それぞれ 6本限定モデルです。 
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バリエーション： 
 

 

Ref. MG-002802 

ケース 18K ローズゴールド 

ダイヤル  シルバーフリクション コーティング、エングレービングを施したブラックインデックス 

針   手仕上げ、ブルーに焼き戻されたスチール 

限定数 世界限定 6 本 

 

 

Ref. MG-002907 

ケース ステンレススチール 

ダイヤル  シルバーフリクション コーティング、エングレービングを施したブラックインデックス 

針   手仕上げ、ブルーに焼き戻されたスチール 

限定数 世界限定 6 本 
 

 

 

 

仕様： 

 

ムーブメント       自社製キャリバー 100.1、手巻き、5 姿勢調整  

部品数             198 個  

石数              20石（うち3個はネジ留め式ゴールドシャトンに使用）  

脱進機             アンクル脱進機  

調速機  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（ブレゲタイプ80番、グスタフ・ゲルステンベルガー案に基づく）  

テンプ  直径：直径14.2mm 振動数: 18,000振動／時  

パワーリザーブ            完全巻き上げ状態から約 42 時間  

機能   時、分、ストップセコンド機能搭載スモールセコンド、グロスマン製プッシャー付き巻き上げ

機構 

操作   リュウズ1個 18K ゴールドまたはステンレススチール（巻き上げおよび時刻設定用）、プッシ

ャー1個 18K ゴールドまたはステンレススチール（ムーブメントのスタート用）  

ケースサイズ            直径：41.0 mm、厚さ11.35 mm  

ムーブメントサイズ           直径：36.4 mm、厚さ5.0 mm  

ケース             スリーピース、18Kゴールドまたはステンレススチール  

ダイヤル             シルバーフリクション コーティング、エングレービングを施したブラックインデックス 

針              手仕上げ、ブルーに焼き戻されたスチール 

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   18Kゴールドまたはステンレススチール製ソリッドピンバックル付きの手縫い アリゲーター・ス

トラップ  

 

特徴  グロスマン製テンプ／針合わせファンクション解除・時計リスタート用プッシャー／小型化し

たグラスヒュッテ式コハゼ装置（改良型戻し機能付き）／段差式テンプ受け、グロスマン製

精密調整ネジによる緩急調整装置／表面処理をしない洋銀の 3 分の 2 プレートおよ

び支柱構造／3 分の 2 プレート・テンプ受け・ガンギ車受けのハンドエングレービング／幅

広く水平なグラスヒュッテ・ストライプ模様／3 段のサンバースト模様で装飾された角穴車

／平型ネジ留め式の盛り上がったゴールドシャトン／個別に取り外し可能なクラッチ式巻

き上げ機構／針合わせ用ストップセコンド機能 
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モリッツ・グロスマン 

モリッツ・グロスマンは 1826年にドレスデンに生まれ、偉大なドイツ人時計職人たちにおいて先駆者とみなされます。若く才能に恵まれた時計職人であったグロスマンは、

友人のアドルフ・ランゲの説得により 1854 年に自身の工房をグラスヒュッテに設立しました。評価の高い時計企業を運営する一方で、グロスマンは政治的・社会的な

活動に努め、1878年にはドイツ時計学校を設立します。1885年にモリッツ・グロスマンは突然亡くなり、彼の死とともに時計マニュファクチュールも解体されました。 

このモリッツ・グロスマンの伝統的な時計作りが 2008 年に復活しました。時計師クリスティーネ・フッターが、かつてグラスヒュッテの時計ブランドであった「モリッツ・グロスマ

ン」に出会い、その商標を取得し、構想を練り、素晴らしく繊細な腕時計とともに残された 120 年前のグロスマンの遺産を受け継いだのです。そして、個人の時計愛好

家からの支援によって 2008 年 11 月 11 日にグロスマン・ウーレン社がグラスヒュッテに設立されました。今日のグロスマンの時計師は、歴史的な部分を単に模倣するの

ではなく、新たな伝統を作り上げています。モリッツ・グロスマンは、革新と卓越した技能を基に、伝統的であると同時に最新の仕上げ技術と高品質の素材を使い、時

計作りにおける「新しい時代の原点」を創り出します。 

www.grossmann-uhren.com 

 
 

Information and video and image material for download: 
 
https://my.hidrive.com/share/86w25hrwmi 
 
https://my.hidrive.com/share/8p0kgeshxo 
 

Grossmann Uhren GmbH: 
 
https://ja.grossmann-uhren.com/ 
 
https://ja.grossmann-uhren.com/news/ 
 

 

詳細な情報および高解像度の画像をご希望の方は下記にご連絡下さい。 

モリッツ・グロスマン・ジャパン株式会社  

担当：瓜生まり子（マーケティング&PR） 

Tel: 03-5615-8185 Fax: 03-5615-8186  

Email: mariko.uriu@grossmann-uhren.com 
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XII Birthday Edition rose gold, Limited edition 6 pieces worldwide 
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XII Birthday Edition polished steel, Limited edition 6 pieces worldwide 
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Calibre 100.1 rose gold 

 

Calibre 100.1 polished steel 


