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トップに戻る

モンブラン  –   
1 8 5 8 年 から続く本 物 の 時 計 製 造 の 歴 史

モンブランの時計製造のストーリーは、1858年にシャルル=イヴァン・ロベールがスイス
のジュラ山脈のヴィルレに工房を設立したことに始まります。当時は彼自身気づいてい
なかったとはいえ、これが歴史に名を残すミネルバ社の布石となりました。その後1世
紀半をかけ、ミネルバはプロフェッショナル向けの精確な時間測定分野で世界的な専
門集団へと育ってゆきます。

ミネルバは1880年代までには、従来のような鍵がなくてもリューズで巻き上げができ
るポケットウォッチで定評を確立。しかし、これは始まりにすぎませんでした。というのも、
その後、ミネルバは細微な時間を高精度で計測することに特化し、プロフェッショナル
向けのポケットウォッチとストップウォッチの専門ブランドへと成長してゆくことになった
からです。1916年には100分の1秒を計測可能なストップウォッチの製造に成功し、モノ
プッシャークロノグラフのラインを作り出しました。わずか数年後には、腕時計用の初の
手巻きモノプッシャークロノグラフであるキャリバー13.20を発明し、マニュファクチュー
ルの歴史に新たな1ページを開くことになりました。その約10年後には、厚みわずか
5.6mmの最も薄いモノプッシャークロノグラフとして、伝説的なキャリバー17.29が華々
しく登場します。

専門技術と情熱あふれるミネルバの工房は、現在のヴィレルのモンブランマニュファク
チュールにそのまま引き継がれています。ヒゲゼンマイまでひとつひとつの部品はす
べて注意深く丹念に手作業で作られています。自社製のヒゲゼンマイをすべて手作業
で作り上げる技術を擁するのは、世界でわずか一握りの時計工房だけです。現代の電
子技術に頼らず、熟練の目と伝統技法に則り、計測が最上の精度で実施されます。

ポケットウォッチから腕時計へ

スターレガシーのタイムピースは、ミネルバの懐中時計の要素を取り入
れ、19世紀のフォーマルなエレガンスを時代を越えて表現しています。
現在、工房はその専門性を活かして、高級時計製造のミネルバの伝
統を受け継ぐ自社製のコンプリケーションを作り上げています。

軍用クロノグラフから冒険へ

1920年代、ミネルバは19.09、13.20、17.29といったムーブメントを搭載
した軍用や山岳探検隊用のウォッチを作り出しました。今日のモンブ
ラン 1858 タイムピースは、世界の山岳探検からインスピレーションを
得て、自然回帰を謳うトレンドを体現しながら、ミネルバ懐中時計とク
ロノグラフを再解釈しています。

スターレガシー 
フォーマルなエレガンス 
1858 〜 1930

モンブラン1858 
山岳探検 
1920 〜 1930

歴史からヘリテイジへ

1940年代から1950年代のミネルバの腕時計にインスピレーションを
得たヘリテイジ プロダクトラインは、往年のウォッチメーカーのエレガ
ンスに、現代のデザインとテクノロジーを加えました。ドーム型のダイ
ヤルやドットのインデックス、ボックス型クリスタルなどヴィンテージな
美的感覚が、美しいダイヤルカラーと見事に融合しています。

ダッシュボードから腕に

時代を遡ると、ミネルバは100分の1秒を競うレーサーにストップウォッ
チを提供する、高精度クロノメトリーのリーディングスペシャリストでした。
現在タイムウォーカー コレクションには、モーターレース全盛期の傑出し
たパフォーマンスとイノベーションの輝く歴史が反映されています。

ヘリテイジ 
洗練されたエレガンス 
1940 〜 1950

タイムウォーカー 
レーシング 
1910 〜 1960

1910年頃の 
ハンターポケットウォッチ

スターレガシー 
フルカレンダー

1930年頃の 
軍用クロノグラフ

モンブラン 1858 
ジオスフェール

1945年頃の 
バイプッシャー クロノグラフ

モンブラン ヘリテイジ  
モノプッシャー クロノグラフ

1960年頃の 
ラリータイマー ストップウォッチ

タイムウォーカー マニュファク
チュール クロノグラフ

ふ た つ の マ ニュファクチュー ル 。ひとつ の 情 熱 。

ヴィルレのミネルバ社の拠点をそのまま引き継いだモンブランマニュファクチュールは、
その伝統と専門技術を大切に守り続けています。モンブランのムーブメント&イノベー
ションエクセレンスセンターとして、ここではスイス高級時計作りの伝統をさらに高める
様々なイノベーションが生み出されています。ミネルバの軌跡をたどり、モンブランで
はダイヤル面から上方3.2mmに、まるで浮いているように見えるバランステンプを搭
載したサスペンドエクゾトゥールビヨン機構を開発しました。

高度な複雑機構に関するミネルバの専門知識は、きわめて機能的な小型化された複雑
機構にも応用されています。マニュファクチュールのアトリエでは、ムーブメントのすべ
ての部品を注意深く丹念に、伝統的な手法を用いて手作りしています。すべてのエッジ
にていねいな面取りを行い、ごくごく微小なホイール、プレート、ブリッジにも伝統的な
サーキュラーグレイン仕上げやコート・ド・ジュネーブ加工を施します。熟練クラフツマン
の匠の技はきわめてデリケートなバランススプリングの製作にも欠かせません。この高
度な技術を擁する時計工房は現在ではほんの一握りに過ぎないのです。ル・ロックルに
は、伝統的な時計づくりと現代先端のテクノロジーが融合したモンブランウォッチ&クオ
リティエクセレンスセンターがあります。美的デザインや最終的な組み立て、プロトタイ
プ製作など、傑出したタイムピース作りに欠かせない専門知識がここに凝縮しています。
究極のクラフツマンシップとタイムレスなエレガンスに体現される、マニュファクチュー
ルの高度な時間測定知識は、偉大なる複雑機構のタイムピースから洗練された3針の
ウォッチへと引き継がれ、今もすべてのモンブラン高級時計に生かされています。

何世紀にもわたって蓄積された知識、数十年の経験、何年もかけた開発事業、そして数
百時間に及ぶ手作業。これらすべてが統合され、モンブランのタイムピースが生まれま
す。究極の精度と完璧さを備えた傑作を生み出すために、ヴィルレとル・ロックルにある
モンブランマニュファクチュールの時計職人たちは一つひとつのタイムピースに誇り、情
熱、そして魂を吹き込みます。

毎日の使用による磨耗・消耗試験、多数のセッティングの反復試験、様々な天候条件
への耐性試験、特定機能の繰り返し試験など、すべてのタイムピースは500時間にわ
たって過酷な状態にさらされます。完全な機能を保証するための極めて過酷なテスト
です。

厳格な品質基準を満たしていることをル・ロックルのモンブランマニュファクチュール品
質管理チームに認められた製品だけが出荷されます。「モンブランラボラトリーテスト
500」に合格した製品には、極めて高水準の証である品質認証が個々に発行され、頼り
になる一生の友となるために旅立ってゆくのです。

多数のデリケートなパーツが注意深く組み立てられると、それぞれのタイムピースは
「モンブランラボラトリーテスト500」として知られる厳格な品質検査を受けます。

モンブラン の 5 0 0 時 間 テ スト:  
保 証さ れ た 完 璧 性 。



ショップを訪問

トップに戻る

モンブラン 1 8 5 8  
探 検 の スピリット

モンブラン 1 8 5 8

1920年から1930年代にかけて、ミネルバの時計工房では軍用や山
岳探検隊専用のウォッチを作り出しました。過酷な環境でも極めて精
確で堅牢、視認性に優れており、もちろん、美しさも兼ね備えています。
これらの傑出したタイムピースからインスピレーションを得て、モンブ
ラン1858プロダクトラインが生まれました。

今年は、数種のモデルがディープブルーで登場し、最も過酷な環境の
一つ、北極圏や氷河といった極限に挑む冒険家を讃えています。その
うちのひとつであモンブラン 1858 ジオスフェールは、自社製のワー
ルドタイムコンプリケーションを備え、北半球と南半球がそれぞれ
24時間で1周します。ケースはグレード5チタン製で、より快適で軽く、 
2方向回転ベゼルはスティールとブルーセラミック製です。プロダクト
ラインアップを完璧なものとするのが、目を引くブルーダイヤルのス
プリットセコンドクロノグラフ、ステンレススティールのケースとブロ
ンズのベゼルとクラウンがレトロな魅力溢れるオートマティック 24H、
そしてステンレススティールあるいはブロンズのケースを備えたモノ
プッシャーです。

1 8 5 8  スプリットセコンド  クロノグラフ

モンブラン 1858 スプリットセコンド クロノグラフは、マニュファクチュー
ルモノプッシャークロノグラフキャリバーMB M16.31が搭載されており、 
複雑な「ラトラパンテ」（スプリットセコンド）コンプリケーションを特
徴としています。ミネルバの工房で伝統的な技法により製造され、
機能と美しさを兼ね備えています。スケルトンのケースバックから、 
このタイムピースの繊細なムーブメントを見ることができます。ここで
使われているチラネジ付きテンプは高級時計の中でも最も大きなも
のの一つで、面取りされたエッジ、伝統的なサーキュラー・グレイン加工、

「コート・ド・ジュネーブ」のストライプなど、マニュファクチュールの伝
説的技術が凝縮しています。

1 8 5 8  オ ートマ ティック 2 4 H

モンブラン 1858 オートマティック 24Hは、無駄のない美しさと機能を
兼ね備えた24時間ウォッチで、コンパスとしても使えます。北半球にい
る場合は、ウォッチを地面に水平に持ち、時針が太陽の方を向くまで
回します。これで、ダイヤルの主要方位点が正しく合いました。

モンブラン 1858 モノプッシャー クロノグラフ

品番: 125582

ムーブメントのタイプ: オートマティック;モノプッ

シャークロノグラフ

ケース: ステンレススティール

ダイヤル: ブラックダイヤルにベージュのルミネセン

トアラビア数字、テレメータースケール

サイズ: 42 mm; 14.7 mm

モンブラン 1858 モノプッシャー クロノグラフ  

リミテッドエディション – 1858本限定

品番: 125583

ムーブメントのタイプ: オートマティック;モノプッ

シャークロノグラフ

ケース: ブロンズ

ダイヤル: ブラックダイヤルにベージュのルミネセン

トアラビア数字、テレメータースケール

サイズ: 42 mm; 14.7 mm

モンブラン 1858 モノプッシャ－ クロノグラフ

品番: 125581

ムーブメントのタイプ: オートマティック;モノプッ

シャークロノグラフ

ケース: ステンレススティール

ダイヤル: ブラックダイヤルにベージュのルミネセン

トアラビア数字、テレメータースケール

サイズ: 42 mm; 14.7 mm

モンブラン 1858 ジオスフェール 

品番: 125565

ムーブメントのタイプ: オートマティック;マニュファクチュールワールドタイムコン

プリケーション

ケース: チタン

ダイヤル: ブルーダイヤルにホワイトのルミネセントアラビア数字とインデックス

サイズ: 42 mm; 12.8 mm

モンブラン 1858 ジオスフェール 

品番: 125567

ムーブメントのタイプ: オートマティック;マニュファクチュールワールドタイムコン

プリケーション

ケース: チタン

ダイヤル: ブルーダイヤルにホワイトのルミネセントアラビア数字とインデックス

サイズ: 42 mm; 12.8 mm

モンブラン 1858 ジオスフェール 

リミテッドエディション – 1858本限定 

品番: 119909

ムーブメントのタイプ: オートマティック;マニュファクチュールワールドタイムコン

プリケーション

ケース: ブロンズ

ダイヤル: カーキグリーンダイヤルにベージュのルミネセントアラビア数字とイン

デックス

サイズ: 42 mm; 12.8 mm

モンブラン 1858 ジオスフェール 

品番: 119286

ムーブメントのタイプ: オートマティック;マニュファクチュールワールドタイムコン

プリケーション

ケース: ステンレススティール

ダイヤル: ブラックダイヤルにベージュのルミネセントアラビア数字とインデックス

サイズ: 42 mm; 12.8 mm

モンブラン 1858 スプリットセコンド クロノグラフ 

リミテッドエディション – 100本限定 | 18/19

品番: 126006

ムーブメントのタイプ: 手仕上げの手巻きマニュファクチュールムーブメント; 

スプリットセコンド付きモノプッシャークロノグラフ

ケース: チタン

ダイヤル: ブルーエナメルのダイヤルにベージュのルミネセントアラビア数字、タ

キメーター、テレメータースケール

サイズ: 44 mm; 15.2 mm

モンブラン 1858 モノプッシャー クロノグラフ 

リミテッドエディション – 1858本限定 | 20

品番: 125583

ムーブメントのタイプ: オートマティック;モノプッシャークロノグラフ

ケース: ブロンズ

ダイヤル: ブラックダイヤルにベージュのルミネセントアラビア数字、テレメー

タースケール

サイズ: 42 mm; 14.7 mm

モンブラン 1858 オートマティック 24H | 21

品番: 126007

ムーブメントのタイプ: オートマティック;24時間

ケース: ステンレススティール

ダイヤル: ブラックダイヤルに神秘的なスーパールミノバコーティングの北半球

地図、ベージュのルミネセントアラビア数字とインデックス

サイズ: 42 mm; 11.2 mm

http://www.montblanc.com/watches


ショップを訪問

トップに戻る

タ イム ウォー カ ー  
精 確 な パ フォー マン ス へ の 賛 歌

タイムウォーカー

モータースポーツの極度に高い技術を伴う精確性。モンブラン タイムウォーカー プロ
ダクトラインのユニークな審美性にはこの特徴が明らかに反映されています。それは
また、他のどの時計製造ブランドにも増して、パフォーマンスの時間計測という歴史に
貢献してきたミネルバの道のりを思い起こさせるものでもあります。5分の1秒を測るス
トップウォッチを開発したミネルバは、1916年には100分の1秒を計測可能なムーブメ
ントを製造する会社の一つとなりました。それとともに精密クロノメトリーにおけるリー
ディングスペシャリストとしての地位を確立していきます。モンブランでは、クラシックな
レーシングカーのダッシュボードを彷彿とさせるブラック＆ホワイトのダイヤルを搭載
したクロノグラフ、「リバース・パンダ」タイムウォーカータイムピースを発表しました。ユ
ニークな美学と傑出した視認性が特徴の様々なディテール。この新しいモデルではさ
らに高度な精確性を誇る実用的なタキメーター目盛り付きです。

モンブラン タイムウォーカー マニュファクチュール クロノグラフ 

品番: 119942

ムーブメントのタイプ: マニュファクチュールオートマティック;クロノグラフ

ケース: ステンレススティール

ダイヤル: 黒地にホワイトのカウンターを配した「リバースパンダ」ダイヤルにブ

ラックロジウム仕上げのアラビア数字とルミネセントインデックス

サイズ: 43 mm; 15.2 mm

モンブラン タイムウォーカー マニュファクチュール クロノグラフ  

リミテッドエディション – 1500本限定 

品番: 124073

ムーブメントのタイプ: マニュファクチュールオートマティック;クロノグラフ

ケース: ディストレストステンレススティール

ダイヤル: ブラックダイヤルにチャコールグレーのカウンター、ブラックのロジウ

ム仕上げアラビア数字とルミネセントインデックス

サイズ: 43 mm; 15.2 mm

モンブラン タイムウォーカー オートマティック クロノグラフ41 mm 

品番: 119940

ムーブメントのタイプ: オートマティック;クロノグラフ

ケース: ステンレススティール

ダイヤル: シルバー地にブラックのカウンター、ロジウム仕上げのアラビア数字と

ルミネセントインデックス

サイズ: 41 mm; 14.6 mm

http://www.montblanc.com/watches


ショップを訪問

トップに戻る

ヘ リ テ イジ  
時 を 超 え る 伝 統

1940年代から1950年代にかけて製作されたミネルバのクラシックな
腕時計にインスピレーションを得たヘリテイジ コレクション。かつての
時計作りのエレガンスとモダンで大胆なデザインとテクノロジーを組
み合わせました。2つの仕上げのドーム型のダイヤル、ドットやインデッ
クス、当時を彷彿とさせるカラーパレットが起用されています。昨年発
表のサーモン、スモークキャラメル、シルバーホワイトに加え、新たに
加わったのがローズゴールドのパルスメーター付き新作パルソグラフ、
ブリティッシュグリーンラッカーのダイヤルを搭載したイエローゴール
ドのオートマティック、サーモンカラーダイヤルのモノプッシャークロノ
グラフです。

モンブラン  ヘリテ イジ

今年の新作は、100本限定、ブラウンダイヤル、18Kローズゴールドの
モンブラン ヘリテイジ マニュファクチュール パルソグラフです。さらに
待望のモンブランヘリテイジオートマティックが、18Kイエローゴールド
ケース、グリーンのダイヤル、マッチしたストラップという新しい装いで
復活しました。

モンブラン  ヘリテ イジ  パ ルソグラフ  
モンブラン  ヘリテ イジ  オ ートマ ティック

モンブラン ヘリテイジ モノプッシャー クロノグラフ 

品番: 126078

ムーブメントのタイプ: オートマティック;モノプッシャークロノグラフ

ケース: ステンレススティール

ダイヤル: サーモンカラーのダイヤルにブラックロジウム仕上げのアラビア数字

とインデックス

サイズ: 42 mm; 14.7 mm

モンブラン ヘリテイジ マニュファクチュール パルソグラフ  

リミテッドエディション – 100本限定 

品番: 126095

ムーブメントのタイプ: 手仕上げの手巻きマニュファクチュールムーブメント; 

モノプッシャークロノグラフ

ケース: 18Kローズゴールド

ダイヤル: タバコブラウンのダイヤルに18Kローズゴールド仕上げのアラビア数

字とインデックス、パルスメータースケール

サイズ: 40 mm; 12.65 mm

モンブラン ヘリテイジ オートマティック | 37/38

品番: 126464

ムーブメントのタイプ: オートマティック;時 – 分 – 秒

ケース: 18Kイエローゴールド

ダイヤル: グリーンダイヤルにイエローゴールド仕上げのアラビア数字とインデックス

サイズ: 40 mm; 11 mm

モンブラン ヘリテイジ パーペチュアルカレンダー 

リミテッドエディション – 100本限定

品番: 119926

ムーブメントのタイプ: マニュファクチュールオート

マティックムーブメント;パーペチュアルカレンダー – 

デュアルタイム表示

ケース: 18Kローズゴールド

ダイヤル: シルバーホワイトのダイヤルに18Kロー

ズゴールド仕上げのアラビア数字とインデックス

サイズ: 40 mm; 12.25 mm

モンブラン ヘリテイジ 

モノプッシャー クロノグラフ

品番: 119951

ムーブメントのタイプ: オートマティック;モノプッ

シャークロノグラフ

ケース: ステンレススティール

ダイヤル: シルバーホワイトのダイヤルにブラック 

ロジウム仕上げのアラビア数字とインデックス

サイズ: 42 mm; 14.7 mm

モンブラン ヘリテイジ  

モノプッシャー クロノグラフ

品番: 119952

ムーブメントのタイプ: オートマティック;モノプッ

シャークロノグラフ

ケース: ステンレススティール

ダイヤル: シルバーホワイトのダイヤルにブラック 

ロジウム仕上げのアラビア数字とインデックス

サイズ: 42 mm; 14.7 mm

モンブラン ヘリテイジ オートマティック デイ&デイト

品番: 119947

ムーブメントのタイプ: オートマティック;時 – 分 – 

秒 – 曜日 – 日付

ケース: ステンレススティール

ダイヤル: シルバーホワイトのダイヤルにブラック

ロジウム仕上げのアラビア数字とインデックス

サイズ: 39 mm; 12.2 mm

モンブラン ヘリテイジ GMT

品番: 119949

ムーブメントのタイプ: オートマティック; 時 – 分 – 

秒 – デュアルタイム表示

ケース: ステンレススティール

ダイヤル: シルバーホワイトのダイヤルにブラック 

ロジウム仕上げのアラビア数字とインデックス

サイズ: 40 mm; 11.8 mm

モンブラン ヘリテイジ GMT

品番: 119950

ムーブメントのタイプ: オートマティック; 時 – 分 – 

秒 – デュアルタイム表示

ケース: ステンレススティール

ダイヤル: サーモンカラーのダイヤルにブラック 

ロジウム仕上げのアラビア数字とインデックス

サイズ: 40 mm; 11.8 mm
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ショップを訪問

トップに戻る

ス タ ーレ ガ シ ー  
タ イムレ ス で フォー マ ル な エレ ガ ン ス

スターレ ガシー

ミネルバの伝説を確実に引き継ぎ、当時と変わらないクラシックなデ
ザイン要素と現代の最先端機能を融合させて生まれたスターレガ
シー プロダクトライン。個性的なオフセンターダイアル、クロノグラフ
回転ディスクを搭載するニコラ・リューセックモノプッシャークロノグラ
フを新たに解釈するとともに、古典的で洗練されたムーンフェイズ機能
が再投入されました。モンブラン スターレガシー オルビステラルムは、 
従来のカラフルなモデルに加え、これまでにない新しいモノクローム
のモデルも。そしてもちろん、モンブラン スターレガシー フルカレン
ダー。日付、曜日、月、ムーンフェイズを表示する複雑機構を持つオー
トマティックキャリバーMB 29.12が搭載されています。

コレクション究極の逸品がモンブラン サスペンド エグゾトゥールビヨン。
大きなバランステンプフレームが抱く手仕上げのトゥールビヨンが毎
時18,000回振動し、毎分1回転します。

ツインディスクを配置することでその考案者ニコラ・リューセックにオ
マージュを捧げるニコラ・リューセック モノプッシャー クロノグラフは、 
発表と同時に古典美のアイコンとなりました。今年はその個性的なデ
ザインをさらに昇華させ、18Kローズゴールドとステンレススティール、 
2種のケースにブルーのダイヤルを配したデザインが加わりました。

ブラウンのダイヤルを配した18Kローズゴールドの新しいモンブラン 
スターレガシー オルビステラルム。ワールドトラベラー必携のカラフ
ルな古典作品にひねりを入れたモノクロームの洗練された逸品です。 
モンブラン スターレガシー クロノグラフ デイ＆デイトは、MB 24.18キャ
リバームーブメントを搭載し、微妙なバイカラーのダイヤルが新鮮です。

モンブラン スターレガシー フルカレンダー 

品番: 119955

ムーブメントのタイプ: オートマティック;フルカレン

ダー

ケース: ステンレススティール

ダイヤル: シルバーホワイトのダイヤルにブラック

のローマ数字

サイズ: 42 mm; 11.43 mm

モンブラン スターレガシー  

サスペンド エグゾトゥールビヨン  

リミテッドエディション – 58本限定 

品番: 116829

ムーブメントのタイプ: 手仕上げの手巻きマニュ

ファクチュールムーブメント;特許取得済み1分間サ

スペンドエグゾトゥールビヨン

ケース: 18Kローズゴールド

ダイヤル: シルバーホワイトのダイヤルにブラック

のアラビア数字

サイズ: 44.8 mm; 15.03 mm

モンブラン スターレガシー  

ニコラ・リューセック クロノグラフ 

品番: 126098

ムーブメントのタイプ: マニュファクチュールオート

マティックムーブメント;モノプッシャークロノグラフ – 

デュアルタイム表示

ケース: ステンレススティール

ダイヤル: ブルーのダイヤルにシルバーカラーのア

ラビア数字

サイズ: 44.8 mm; 15.12 mm

モンブラン スターレガシー  

オートマティック クロノグラフ 

品番: 118514

ムーブメントのタイプ: オートマティック;クロノグラ

フ

ケース: ステンレススティール

ダイヤル: シルバーホワイトのダイヤルにブラック

のアラビア数字

サイズ: 42 mm; 14.23 mm

モンブラン スターレガシー ムーンフェイズ 

品番: 126079

ムーブメントのタイプ: オートマティック;時 – 分 – 

日付 – ムーンフェイズ

ケース: ステンレススティール

ダイヤル: シルバーホワイトのダイヤルにブラック

のローマ数字

サイズ: 42 mm; 10.88 mm

モンブラン スターレガシー オルビステラルム  

リミテッドエディション – 500本限定 

品番: 126109

ムーブメントのタイプ: オートマティック;マニュファ

クチュールワールドタイムコンプリケーション

ケース: 18Kローズゴールド

ダイヤル: サファイアクリスタルのダイヤルに北半

球と24のタイムゾーンの24都市を表示

サイズ: 43 mm; 13.84 mm

モンブラン スターレガシー クロノグラフ  

デイ & デイト

品番: 126080

ムーブメントのタイプ: オートマティック;クロノグラ

フ

ケース: ステンレススティール

ダイヤル: アイボリーカラーのダイヤルにローズ

ゴールド仕上げのローマ数字とインデックス

サイズ: 43 mm; 14.76 mm

モンブラン スターレガシー オルビステラルム

品番: 126108

ムーブメントのタイプ: オートマティック;マニュファ

クチュールワールドタイムコンプリケーション

ケース: ステンレススティール

ダイヤル: サファイアクリスタルのダイヤルに北半

球と24のタイムゾーンの24都市を表示

サイズ: 43 mm; 13.84 mm

モンブラン スターレガシー クロノグラフ  

デイ&デイト

品番: 126081

ムーブメントのタイプ: オートマティック;クロノグラフ

ケース: ステンレススティール

ダイヤル: スレートグレーのダイヤルにブラックロジ

ウム仕上げのルミネセントローマ数字とインデックス

サイズ: 43 mm; 14.76 mm

モンブラン スターレガシー クロノグラフ  

デイ&デイト

品番: 126102

ムーブメントのタイプ: オートマティック;クロノグラフ

ケース: ステンレススティール

ダイヤル: アイボリーカラーのダイヤルにローズ

ゴールド仕上げのローマ数字とインデックス

サイズ: 43 mm; 14.76 mm

モンブラン スターレガシー  

デイト オートマティック 43 mm

品番: 126104

ムーブメントのタイプ: オートマティック;時 – 分 – 

秒 – 日付

ケース: ステンレススティール

ダイヤル: アイボリーカラーのダイヤルにローズ

ゴールド仕上げのローマ数字とインデックス

サイズ: 43 mm; 11 mm

モンブラン スターレガシー  

デイト オートマティック 43 mm

品番: 126105

ムーブメントのタイプ: オートマティック;時 – 分 – 

秒 – 日付

ケース: ステンレススティール

ダイヤル: スレートグレーのダイヤルにブラックロジ

ウム仕上げのルミネセントローマ数字とインデックス

サイズ: 43 mm; 11 mm

モンブラン スターレガシー  

デイト オートマティック 43 mm

品番: 126107

ムーブメントのタイプ: オートマティック;時 – 分 – 

秒 – 日付

ケース: ステンレススティール

ダイヤル: スレートグレーのダイヤルにブラックロジ

ウム仕上げのルミネセントローマ数字とインデックス

サイズ: 43 mm; 11 mm

モンブラン スターレガシー  

ニコラ・リューセック クロノグラフ

品番: 118537

ムーブメントのタイプ: マニュファクチュールオート

マティックムーブメント;モノプッシャークロノグラフ – 

デュアルタイム表示

ケース: ステンレススティール

ダイヤル: シルバーホワイトのダイヤルにブラック

のアラビア数字、チタンのカウンター

サイズ: 44.8 mm; 15.12 mm

モンブラン スターレガシー  

ニコラ・リューセック クロノグラフ

品番: 126097

ムーブメントのタイプ: マニュファクチュールオート

マティックムーブメント;モノプッシャークロノグラフ – 

デュアルタイム表示

ケース: 18Kローズゴールド

ダイヤル: ブルーダイヤルにローズゴールドコー

ティングのアラビア数字

サイズ: 44.8 mm; 15.02 mm
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モンブラン ボエム クォーツ 34 mm

品番: 123868

ムーブメントのタイプ: クォーツ;時 – 分

ケース: ステンレススティール

ダイヤル: シルバーホワイトのダイヤルにローズ

ゴールド仕上げのアラビア数字とダイヤモンドのイ

ンデックス

サイズ: 34 mm; 6.55 mm

モンブラン ボエム オートマティック デイト 30 mm

品番: 119920

ムーブメントのタイプ: オートマティック;時 – 分 – 

秒 – 日付

ケース: ステンレススティール

ダイヤル: シルバーホワイトのダイヤルにローズ

ゴールド仕上げのアラビア数字とダイヤモンドのイ

ンデックス

サイズ: 30 mm; 9.5 mm

モンブラン ボエム オートマティック デイト 30 mm

品番: 119918

ムーブメントのタイプ: オートマティック;時 – 分 – 

秒 – 日付

ケース: ステンレススティール

ダイヤル: シルバーホワイトのダイヤルにローズ

ゴールド仕上げのアラビア数字とダイヤモンドのイ

ンデックス

サイズ: 30 mm; 9.5 mm

モンブラン製品に使用されているダイヤモンドは、それが紛争地における資金源になっていないことを証明する国連キンバリープロセス認証制度に則っています。モンブランは、
モンブランが知る限り、またダイヤモンドのサプライヤーから提供された書面による保証に基づき、モンブランの製品に使用されているダイヤモンドがなんら紛争に関係したもの
ではないことをここに保証いたします。Montblanc Diamondは特許を取得しています。本製品カテゴリーの性質上、モンブラン製品はモンブランブティックおよびモンブラン正
規代理店でのみ販売しております。

本内容は予告なく変更されることがあります。
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タイムピースカタログはこちらから

ショップを訪問

トップに戻る

ボ エ ム  
洗 練 の 極 み

ボ エ ム

自らのスタイルを熟知し、洗練され、自信に溢れた大人の女性のために
デザインされモンブラン ボエム プロダクトライン。アラビア数字、リーフ
型の時針と分針、盛り上がったドットで示される秒目盛りに加え、ロマン
スを感じさせるムーンフェイズ機能のある複雑機構を搭載しています。 

ギョーシェ加工や宝石の嵌め込みなどの装飾技法を満載したダイヤル、
繊細な面取りを施したラグや彫刻を施したオニオン型のリューズなど、 
一つのタイムピースに様々な匠の技が凝縮しており、プロダクトラインに
はダイヤモンドをベゼルにあしらった豪華なタイムピースも含まれます。

モンブラン ボエム デイ&ナイト 30 mm 

品番: 119932

ムーブメントのタイプ: オートマティック;時 – 分 – 秒 – 日付– デイ&ナイト表示

ケース: ステンレススティール

ダイヤル: シルバーホワイトのダイヤルにローズゴールド仕上げのアラビア数字

とダイヤモンドのインデックス

サイズ: 30 mm; 9.4 mm

モンブラン ボエム マニュファクチュール パーペチュアルカレンダー

リミテッドエディション – 100本限定 

品番: 119939

ムーブメントのタイプ: マニュファクチュールオートマティック; 

パーペチュアルカレンダー – デュアルタイム表示

ケース: 18Kローズゴールド

ダイヤル: シルバーホワイトのギョーシェダイヤルにブラックのアラビア数字

サイズ: 38 mm; 12.01 mm

モンブラン ボエム デイ&ナイト 30 mm

品番: 119934

ムーブメントのタイプ: オートマティック;時 – 分 – 

秒 – 日付– デイ&ナイト表示

ケース: ステンレススティール

ダイヤル: シルバーホワイトのダイヤルにローズ

ゴールド仕上げのアラビア数字とダイヤモンドのイ

ンデックス

サイズ: 30 mm; 9.4 mm

モンブラン ボエム  

マニュファクチュール パーペチュアルカレンダー

品番: 123866

ムーブメントのタイプ: マニュファクチュールオート

マティック;パーペチュアルカレンダー – デュアルタ

イム表示

ケース: ステンレススティール

ダイヤル: シルバーホワイトのギョーシェダイヤル

にブラックのアラビア数字

サイズ: 38 mm; 12.01 mm
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