プレスリリース

レッドゴールドのシンプルなモデル：H. MOSER & CIE.（H. モーザー
社）のベンチャー・スモールセコンド XL ピュリティ
ノイハウゼン アム ラインファル、2018 年 3 月 21 日
ベンチャー XL コレクションに初めて、直径 43 mm の暖かみのある滑らかな 5N レッドゴールド
ケースが加わりました。ベンチャー・スモールセコンド XL ピュリティは、最大となるエレガン
トなケースで、シャフハウゼンを拠点とする H. モーザーが掲げるミニマリストの精神を鮮やか
に表現したモデルです。ロジウムメッキを施したスレートグレー フュメ ダイアルとミッドナイ
トブルー フュメ ダイアルに配されているのは、ロゴと、12 時位置のダブルインデックスを含む
5 つのメインインデックスだけです。独特の個性を持つこの 2 つのモデルが、類稀なるパワーと
ダイナミズムを生み出せるのは本物だけであることを改めて証明しました。
ベンチャー・スモールセコンド XL ピュリティのダイアル上の 12 時、3 時、6 時、9 時位置で輝く
5 個のインデックスが、ミッドナイトブルー フュメ バージョンと伝統的なロジムメッキを施した
スレートグレー フュメ バージョンにリズムもたらします。特徴的なフュメ ダイアルがドーム型
サファイアクリスタルと上品なベゼルでさらに強調され、アイコニックなこのウォッチのパワー
を表現しています。フュメ ダイアルを一目見るだけで、H.モーザーのウォッチの持つエレガント
で官能的な美しさが十分に伝わってきます。
ベンチャー・スモールセコンド XL ピュリティのケースは 5N レッドゴールドで、初となる 43 mm
の大径です。暖かみのあるカラーがフュメ ダイアルのクールな色調を引き立て、ウォッチにさら
なる美しさとエレガンスをもたらします。クラシックな雰囲気のミッドナイトブルー フュメ ダ
イアルには大胆なチョコレート カラーのストラップ、スレートグレー フュメ ダイアルにはベー
ジュ クーズーのレザーストラップが組み合わされています。H. モーザーは、異なるジャンルを
組み合わせることで、高級時計スタイルのクラシカルでありながら、最新のトレンドを意識した
現代的で個性の強い独自のデザインを求める顧客層にもアピールするデザインのモデルを生み出
しました。
1960 年代の典型的な凸面形状と歴史的な H. モーザーの懐中時計に着想を得たデザイン。このベ
ンチャー・スモールセコンド XL ピュリティの心臓部で時を刻むのは、自社製手巻きキャリバー
HMC 327 です。エレガントなデザインで、スモールセコンドが大きくオフセットされています。
サファイア ケースバックから覗くムーブメントには、系列会社の Precision Engineering AG が開発、
製造した両方向ネジ付き脱進機が組み込まれています。HMC 327 キャリバーのパワーリザーブは
約 3 日間で、パワーリザーブ表示はウォッチの裏にあります。
ベンチャー・スモールセコンド XL ピュリティ レッドゴールドは、2 つのリファレンスそれぞれ
について 100 個限定製造モデルです。
疑う余地のない H. モーザー スタイルの高級時計です
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技術仕様 – ベンチャー・スモールセコンド XL ピュリティ
リファレンス 2327-0407、5N レッドゴールド モデル、ミッドナイトブルー フュメ ダイアル、ブ
ラウン クロコダイル レザーストラップ、100 個限定製造
リファレンス 2327-0408、5N レッドゴールド モデル、ロジムメッキ スレートグレー フュメ ダイ
アル、ベージュ クーズー レザーストラップ、100 個限定製造
ケース
18K 5N レッドゴールド
直径：43.0 mm、厚さ：12.6 mm
ドーム型サファイアガラス
サファイアクリスタルを用いたシースルーのケースバック
「M」で装飾されたリュウズ
ダイアル
サンバースト仕上げを施したロジウムメッキ スレートグレー フュメまたはミッドナイトブルー
フュメ
アプライド インデックス
リーフ型針
ムーブメント
自社製手巻きキャリバー HMC 327
直径：32.0 mm（14 ¼ リーニュ）
厚さ：4.5 mm
振動数：18,000 振動／時
29 石
パワーリザーブ：約 3 日間
秒停止機構
歯車とカナはすべてにモーザー独自の歯型を採用
手作業による仕上げと装飾が施されたムーブメントおよび部品
モーザー独自のテンプと安定化したブレゲヒゲを備えたオリジナルのシュトラウマン・ヘアスプ
リング®
機能
時、分
スモールセコンド
ムーブメント側のパワーリザーブ表示
ストラップ
手縫いのブラウン クロコダイルまたはベージュ クーズー レザー
18K 5N レッドゴールドのピンバックル、Moser ロゴのエングレービング
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リファレンス & 写真
ベンチャー・スモールセコンド XL ピュリティ、リファレンス 2327-0407、5N レッドゴールド モ
デル、ミッドナイトブルー フュメ ダイアル、ブラウン クロコダイル レザーストラップ、100 個
限定製造
ベンチャー・スモールセコンド XL ピュリティ、リファレンス 2327-0408、5N レッドゴールド モ
デル、ロジウムメッキ スレートグレー フュメ ダイアル、ベージュ クーズー レザーストラップ、
100 個限定製造

プレス担当
Nathalie Cobos, T +41 76 319 03 09, press@h-moser.com
H. MOSER & CIE.

H. Moser & Cie. は Heinrich Moser により 1828 年に創設されました。ノイハウゼン アム ラインファルを拠点とするこのブ
ランドは現在、55 名の従業員を擁し、8 つの自社製キャリバーをラインナップし、年間に 1200 個の時計を製造していま
す。H. Moser & Cie. は自社製品に使用する調速機構やヒゲゼンマイなどといった部品を自社内で製造する希少なマニュ
ファクチュールです。それらの部品はパートナーの企業にも供給されています。H. Moser & Cie. はモーザー家の人間を名
誉会長とし、Heinrich and Henri Moser 基金の代表に迎えるという栄誉に浴しています。 Heinrich Moser の子孫たちに設立
された Moser 基金は、一族の歴史を維持するために機能しており、Heinrich Moser 家が住まうシャルロッテンフェル城に
併設の Moser 博物館に収蔵すべき昔のモデルの収集といった役目も担っています。時計製造に関するノウハウとこの分
野での専門技術に裏打ちされた MELB Holding はH. Moser & Cie. とHautlenceという企業を擁するに至っています。MELB
Holding は伝説的なジュウ渓谷を拠点とする家族経営の独立系グループです。
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