
 

 

ZENITH PILOT 

パイロットウォッチパイロットウォッチパイロットウォッチパイロットウォッチ アエロネフアエロネフアエロネフアエロネフ タイプタイプタイプタイプ 20 

空への挑戦の起源空への挑戦の起源空への挑戦の起源空への挑戦の起源 

 

約約約約150年前から同じ場所に拠点を置くマニュファク年前から同じ場所に拠点を置くマニュファク年前から同じ場所に拠点を置くマニュファク年前から同じ場所に拠点を置くマニュファクチュール・ゼニスは、空への壮大な冒険に早チュール・ゼニスは、空への壮大な冒険に早チュール・ゼニスは、空への壮大な冒険に早チュール・ゼニスは、空への壮大な冒険に早くから参加し、航空機用のくから参加し、航空機用のくから参加し、航空機用のくから参加し、航空機用の

時計や計器をいち早く提供したブランドのひ時計や計器をいち早く提供したブランドのひ時計や計器をいち早く提供したブランドのひ時計や計器をいち早く提供したブランドのひとつです。とつです。とつです。とつです。 

今回、パイロットウォッチ今回、パイロットウォッチ今回、パイロットウォッチ今回、パイロットウォッチ アエロネフアエロネフアエロネフアエロネフ タイプタイプタイプタイプ20 

より新たに登場したより新たに登場したより新たに登場したより新たに登場した6モデルは、空への挑戦においてゼニスが果たモデルは、空への挑戦においてゼニスが果たモデルは、空への挑戦においてゼニスが果たモデルは、空への挑戦においてゼニスが果たした重要な役割を想い起こさせるもので、そした重要な役割を想い起こさせるもので、そした重要な役割を想い起こさせるもので、そした重要な役割を想い起こさせるもので、そのうちのひのうちのひのうちのひのうちのひ

とつは、レッド・バロンへのオマージュが込とつは、レッド・バロンへのオマージュが込とつは、レッド・バロンへのオマージュが込とつは、レッド・バロンへのオマージュが込められています。められています。められています。められています。 

 

互いに知り合いだったルイ・ブレリオとレオン・モラーヌ。航空界のパイオニアであるこの有名な二人のパイロットは、20世紀初頭に空を征しよ

うと挑戦します。1909年7月25日、37歳のブレリオは自身が製造したの飛行機で初めて英仏海峡を横断。それから1年も経たないうちに、当

時25歳だったモラーヌは、フランスのランスで行われた航空ショーで時速100kmを越す記録を樹立。この速度は当時、驚異的なもので、その

ときの飛行機が「ブレリオXI」でした。二人の間には、飛行への情熱、危険や競争への好奇心といった共通項がありましたが、それだけではあ

りませんでした。ルイ・ブレリオとレオン・モラーヌは、共に飛行に欠かせないある道具を所有していました。それは、彼らが「最も精度が高い」

と断言したゼニスの腕時計です。ルイ・ブレリオは「僕は普段から使用しているゼニスの腕時計に非常に満足している。精度を気にする人に

は、いくら勧めても勧め過ぎることはない」との言葉を残し、一方のレオン・モラーヌも次のように話しています。「ゼニス！パイロットにとってこ

れほど運命的な名前はない！その上、この美しいケースにあらゆるクオリティが込められている。あなたもゼニスを持つべきだ」。 

このように、ゼニスは非常に早くから、途方もない航空機の冒険へと足を踏み入れていきました。まず、偉大な先駆者たちのパートナーとなっ

たゼニスは、次に初の飛行計器メーカーのひとつとなり、飛行時に使用する高度計や航空機用の時計を軍や民間企業に納めるようになりま

す。そして、有名なゼニスのタイプ20は、航空業界のメーカーや専門家にその安全性、頑丈さ、 

精度が認められ、1938年より多くの飛行機の計器盤で使用され、フランス軍が練習機として使用していた“コードロン シムーン 

C.635”にも装備されました。今日のパイロット コレクションは、こうした栄光と空への挑戦の歳月を受け継いでいます。 

 

 

ルイ・ブレリオが所有していたルイ・ブレリオが所有していたルイ・ブレリオが所有していたルイ・ブレリオが所有していた20世紀初頭の航空機時計。大型のリューズと蛍世紀初頭の航空機時計。大型のリューズと蛍世紀初頭の航空機時計。大型のリューズと蛍世紀初頭の航空機時計。大型のリューズと蛍光塗料が施された針や数字は当時の航空機時光塗料が施された針や数字は当時の航空機時光塗料が施された針や数字は当時の航空機時光塗料が施された針や数字は当時の航空機時計を代表計を代表計を代表計を代表  

するデザインでした。するデザインでした。するデザインでした。するデザインでした。 

 

1938年製、ゼニス年製、ゼニス年製、ゼニス年製、ゼニス アエロネフアエロネフアエロネフアエロネフ  タイプタイプタイプタイプ20 

 

パイロットウォッチ アエロネフ タイプ 20 GMT 

「航空機時計」という呼び名には多くの意味が込められています。この飛行計器は飛行のために特別に開発されたもので、その使用条件は

実に厳しい要件を強いられます。機械は飛行時に非常に厳しい環境に置かれます。激しい温度変化に晒され、エンジンやその他の計器によ

る磁場の影響を受け、時に激しい振動を受けたり、湿度、気圧の変化にも晒されます。また、視認性も不可欠な要素です。大きなマットブラッ

クの文字盤には、白い蛍光塗料でコーティングされた針やアワーインデックスが最も良く映えます。また、特徴的なアラビア数字のインデック



スには、視認性を確保する大きい書体を採用。腕時計として装着の容易さを高めるべく、手袋を脱がずに巻上げや時刻調整ができるよう特

殊なリュウズを備えていました。  

これらすべての要件は1930年代半ばに書かれた仕様書に記載されているものです。その仕様書は航空科学技術の進歩につれて、時代と共

に進化しました。1938年には、これらの仕様は「タイプ20」と呼ばれるようになります。サバイバルツールでもあるこのプロフェッショナルウォッ

チは、頻繁に修正とメンテナンスが重ねられ、たとえばフランスでは、空軍や海軍、飛行試験場にも提供されていました。当時、厳しく選定され

たほんの一握りのメーカーのみが製造を許され、タイプ20を名乗ることが認められた計器は、今もなお、数々の優れた飛行計器類の中に名

を連ねています。 

 

新作のパイロットウォッチ アエロネフ タイプ20 GMTは、ゼニスが最初に作った航空機時計を崇高に受け継ぎ、直径48mm 

のゆったりとしたサイズに視覚に訴える特徴的な要素をいくつも盛り込んでいます。ねじ込み式の大きなコインエッジ 

リューズ、マットブラックの大きな文字盤にアワーインデックスの代わりに配された、ホワイトのスーパールミノーバが全体に施された威厳ある

アラビア数字。そしてケースバックから完全に離されたサテン仕上げとスーパールミノーバが丁寧に施されたブラックルテニウムの針。そのケ

ースバックは膨らみを帯び、ブレリオ号の彫像と「Montre d’Aéronef Type 20 – ZENITH Flying 

Instruments」の文字が刻印されたメダリオンケースバックになっています。ケースの側面には、スイス民間航空の機体記号を彷彿とさせる、

ウォッチの製造番号と一緒にHBの文字があしらわれています。 

ゼニスのエリート693自動巻ムーブメントにより駆動し、50時間のパワーリザーブを備えたこのモデルは、時、分表示に加え、GMTと9時位置

にスモールセコンドを搭載。ケースはステンレススティールを用い、ブラウンレザーストラップを装備しました。現代は世界を旅する際に手首の

上で簡単にタイムゾーンを操作できますが、昔からそうであったわけではありません。 

1日86,400秒を基準として世界時の単位が採用されることになったのは、1820年代に入ってからのこと。1883年、米国が世界に先駆けてタイ

ムゾーンシステムを導入し、非常に紛糾した1884年のワシントン国際会議のあとで、地球は24のタイムゾーンに正式に分割され、英国のグリ

ニッジを経度0とすることが決まりました。このグリニッジでの時間（GMT）が標準時となり、世界中のパイロットたちの唯一の時間基準となってい

ます。 

 

 

パイロット ウォッチ  アエロネフ タイプ 20 GMT レッド・バロン 

このように、GMTウォッチは空への挑戦を直接受け継いだモデルです。ゼニスは、当時の才能あるパイロットの一人で伝説と

なったレッド・バロンに特別なGMTモデルでオマージュを捧げます。レッド・バロン、本名マンフレート・アルブレヒト・フォン・リヒ

トホーフェンは、1892年に現在のポーランドに生まれました。当時発達したばかりの航空技術に魅せられた彼は、すぐにアク

ロバットの名手となり、連合国軍のパイロットたちが敬意を表する飛行技術のエースとなりました。彼の名声とニックネームは

、鮮やかな赤に塗られた三葉機フォッカーDr.1の名声によるものです。80機を撃墜した彼は、敬意、フェアプレイ、勇敢という

貴族的な価値の見本の一人です。 

今もなお語られるこの飛行の天才を称えて、ゼニスは限定500本でパイロットウォッチ アエロネフ タイプ20 GMT 

レッド・バロンを製造しました。ブラックDLCチタン製ケースとステッチの入ったブラックレザーストラップのこのモデルは、赤ポ

インターでGMT表示をし、ケースバックに刻印された有名な三葉機フォッカーDr.1と「Montre d’Aéronef Type 20 –ZENITH 

Flying Instruments」の文字のメダリオンが特徴的。間違いなくコレクションに値するタイムピースです。 

 

 

アニュアルカレンダーとトゥールビヨンへの賛美 



2013年のパイロットコレクションには、このほかに3つの新作があります。まず一つ目、パイロットウォッチ アエロネフ 

タイプ20アニュアルカレンダーは、高精度ムーブメント、エル・プリメロ4054 

Bを搭載。これは、40年以上も前に自社で製造された毎時36,000回の振動を誇る伝説のエル・プリメロ 

クロノグラフの進化版です。時、分、スモールセコンドに加え、6時位置には60分積算計を配したクロノグラフを備えたこのモデルは、日付、曜

日、月を表示するアニュアルカレンダーも搭載。調整が必要となるのは、2月から3月へ変わる年に1度のみです。多くのカレンダー機能が300

40の可動部品を備えているのに対し、創意に富み、洗練されたこのコンプリケーションが使用するのは、わずか9個のみ。ステンレススティー

ル製、またはチタンとローズゴールドのバイカラーバージョンの2種類のバリエーションで、ケースの側面には、スイス民間航空の機体記号を

彷彿とさせる、ウォッチの製造番号と共にHBの刻印が施されています。 

同じく、パイロットウォッチ アエロネフ 

タイプ20トゥールビヨンも2013年コレクションの新作のひとつです。チタンとローズゴールド製のこのトゥールビヨンは、文字盤の左上部に回転

するキャリッジを覗うことができ、カレンダー機能も搭載。このアシンメトリーのデザインが、プロポーションの優美さとラインのエレガンスを維

持しながらも、文字盤の開口部から覗くトゥールビヨンのメカニズムを引き立てます。特許を取得した日付表示システムは、キャリッジ周りのデ

ィスクに表示され、自動巻クロノグラフムーブメント、エル・プリメロ4035 

Dの心臓部がその中で動いています。ケースの側面には、スイス民間航空の機体記号を彷彿とさせる、ウォッチの製造番号と共にHBの刻印

を見ることができます。  

そして、もうひとつの新作、パイロットウォッチ アエロネフ 

タイプ20は、直径40mmという、よりアカデミックなサイズに、歴史的なアイテムの魔法を調和させています。このユニセックスモデルは、航空

機時計のあらゆるスタイルを盛り込んでおり、時、分、9時位置のスモールセコンド表示を搭載。ステンレススティール製ケースの側面には、ス

イス民間航空の機体記号を彷彿とさせる、ウォッチの製造番号と共にHBの刻印が施されています。 



 

技術仕様技術仕様技術仕様技術仕様 

 

パイロットパイロットパイロットパイロット  ウォッチ  アエロネフ  タイプ  20 GMT 

• ゼニスのパイロットウゼニスのパイロットウゼニスのパイロットウゼニスのパイロットウォッチの歴史に捧げるオマージュォッチの歴史に捧げるオマージュォッチの歴史に捧げるオマージュォッチの歴史に捧げるオマージュ  

• ケース直径ケース直径ケース直径ケース直径48MM  

• 自動巻エリート自動巻エリート自動巻エリート自動巻エリート デュアルデュアルデュアルデュアル タイムタイムタイムタイム キャリバーキャリバーキャリバーキャリバー 693 

• スーパールミノーバ素材のアラビア数字スーパールミノーバ素材のアラビア数字スーパールミノーバ素材のアラビア数字スーパールミノーバ素材のアラビア数字 

• 裏蓋に裏蓋に裏蓋に裏蓋にZENITH FLYING INSTRUMENTSのロゴのロゴのロゴのロゴ  

• レッド・バロンレッド・バロンレッド・バロンレッド・バロン モデルは限定モデルは限定モデルは限定モデルは限定500本本本本 

 

ムーブメントムーブメントムーブメントムーブメント 

エリート 693 自動巻ムーブメント  

キャリバー：11½ ```（直径：25.6mm） 

高さ：3.94mm 

部品数：186 

石数：26 

振動数：毎時28,800回（4ヘルツ） 

パワーリザーブ：50時間以上 

仕上げ：コート・ド・ジュネーブ  

ギョーシェ模様を施した回転ローター 

 

機能機能機能機能 

中央に時針と分針 

9時位置にスモールセコンド針 

セカンドタイムゾーン24時間表示 

 

ケース、文字盤、針ケース、文字盤、針ケース、文字盤、針ケース、文字盤、針 

素材：DLC（ダイヤモンドライクカーボン） 

加工のチタンケース、または、 

ステンレススティールケース 

直径：48mm 

開口径：40mm 

高さ：15.80mm 

クリスタル：両面無反射コーティングの 

ボックス型サファイアガラス 

裏蓋：Zenith Flying Instrumentsのロゴ 

防水機能：10気圧 

文字盤：マットブラック文字盤 

アワーマーカー：スーパールミノーバSLN C1 

針：サテン仕上げブラックルテニウムの針 

 

レファレンス：レファレンス：レファレンス：レファレンス： 

03.2430.693/21.C723  

ブラウン カーフストラップ、 

ステンレススティール製ピンバックル 

96.2430.693/21.C703  

ブラック 

カーフストラップ、DLC（ダイヤモンドライクカーボン）加工を施したス

テンレススティール製ピンバックルレッド・バロン、500本限定モデル 



  

パイロットパイロットパイロットパイロット  ウォッチ  アエロネフ  タイプ  20 トゥールビヨン   

• ゼニスのパイロットウォッチの歴史に捧げるゼニスのパイロットウォッチの歴史に捧げるゼニスのパイロットウォッチの歴史に捧げるゼニスのパイロットウォッチの歴史に捧げるオマージュオマージュオマージュオマージュ  

• ケーケーケーケース直径ス直径ス直径ス直径48MM 

• 抗アレルギー仕様のチタンおよびローズゴー抗アレルギー仕様のチタンおよびローズゴー抗アレルギー仕様のチタンおよびローズゴー抗アレルギー仕様のチタンおよびローズゴールドケースルドケースルドケースルドケース 

• ビッグデイト表示付き自動巻エル・プリメロビッグデイト表示付き自動巻エル・プリメロビッグデイト表示付き自動巻エル・プリメロビッグデイト表示付き自動巻エル・プリメロ トゥールビヨントゥールビヨントゥールビヨントゥールビヨン クロノグラフクロノグラフクロノグラフクロノグラフ 

• スーパールミノーバ素材のアラビア数字スーパールミノーバ素材のアラビア数字スーパールミノーバ素材のアラビア数字スーパールミノーバ素材のアラビア数字 

• 裏蓋に裏蓋に裏蓋に裏蓋にZENITH FLYING INSTRUMENTSのロゴのロゴのロゴのロゴ 

 

ムーブメントムーブメントムーブメントムーブメント 

4035 自動巻ムーブメント  

キャリバー：13½ ```（直径：37mm） 

高さ：7.66mm 

部品数：381 

石数：35 

振動数：毎時36,000回（5ヘルツ） 

パワーリザーブ：50時間以上 

 

機能機能機能機能 

中央に時針と分針 

トゥールビヨン： 

–  キャリッジは11時位置 

–  キャリッジは1分で1回転 

–  キャリッジにスモールセコンド針 

–  キャリッジ周りに位置する日付表示  

クロノグラフ： 

–  中央にセコンドカウンター針 

–  3時位置に30分積算計 

–  6時位置に12時間積算計 

 

ケース、文字盤、針ケース、文字盤、針ケース、文字盤、針ケース、文字盤、針 

素材：チタンケース、18Kローズゴールド製 

ベゼル、ラグ、プッシャーおよびリューズ 

直径：48mm 

開口径：40mm 

高さ：15.80mm 

クリスタル：両面無反射コーティングの 

ボックス型サファイアガラス 

裏蓋：Zenith Flying Instrumentsのロゴ 

防水機能：10気圧 

文字盤：マットブラック文字盤 

アワーマーカー：スーパールミノーバSLN C1 

針：サテン仕上げゴールドプレート加工の 

ロジウム製の針 

 

レファレンス：レファレンス：レファレンス：レファレンス： 

87.2430.4035/21.C721 

ベージュのステッチ入りブラウン アリゲーター 

ストラップ、チタン製ピンバックル 

 

 



パイロットパイロットパイロットパイロット  ウォッチ  アエロネフ  タイプ  20 アニュアルカレンダー  

• ゼニスのパイロットウォッチの歴史に捧げるゼニスのパイロットウォッチの歴史に捧げるゼニスのパイロットウォッチの歴史に捧げるゼニスのパイロットウォッチの歴史に捧げるオマージュオマージュオマージュオマージュ 

• ケース直径ケース直径ケース直径ケース直径48MM 

• 自動巻エル・プリメロ自動巻エル・プリメロ自動巻エル・プリメロ自動巻エル・プリメロ アニュアルカレンダーアニュアルカレンダーアニュアルカレンダーアニュアルカレンダー クロノグラフクロノグラフクロノグラフクロノグラフ 

• スーパールミノーバ素材のアラビア数字スーパールミノーバ素材のアラビア数字スーパールミノーバ素材のアラビア数字スーパールミノーバ素材のアラビア数字 

• 裏蓋に裏蓋に裏蓋に裏蓋にZENITH FLYING INSTRUMENTSのロゴのロゴのロゴのロゴ 

 

ムーブメントムーブメントムーブメントムーブメント 

エル・プリメロ 4054自動巻ムーブメント 

キャリバー：13¼ ```（直径：30mm） 

高さ：8.30mm 

部品数：341 

石数：29 

振動数：毎時36,000回（5ヘルツ） 

パワーリザーブ：50時間以上 

仕上げ：コート・ド・ジュネーブ 

ギョーシェ模様を施した回転ローター 

 

機能機能機能機能 

中央に時針と分針 

9時位置にスモールセコンド針 

1カウンター クロノグラフ： 

–  中央にクロノグラフ針 

–  6時位置に60分積算計 

3時位置に曜日・月表示 

6時位置に日付表示 

 

 

 

 

 

 

ケース、文字盤、針ケース、文字盤、針ケース、文字盤、針ケース、文字盤、針 

素材：チタンケース、18Kローズゴールド製 

ベゼル、ラグ、プッシャーおよびリューズ、 

または、ステンレススティールケース 

直径：48mm 

開口径：40mm 

高さ：15.80mm 

クリスタル：両面無反射コーティングの 

ボックス型サファイアガラス 

裏蓋：Zenith Flying Instrumentsのロゴ 

防水機能：10気圧 

文字盤：マットブラック文字盤 

アワーマーカー：スーパールミノーバSLN C1 

針：サテン仕上げゴールドプレート加工の 

ロジウム製、またはブラックルテニウム製の針 

 

 

レファレンス：レファレンス：レファレンス：レファレンス： 

87.2430.4054/21.C721  

ベージュのステッチ入りブラウン アリゲーター 

ストラップ、チタン製ピンバックル 

03.2430.4054/21.C721  

ベージュのステッチ入りブラウン アリゲーター 

ストラップ、ステンレススティール製ピンバックル 

 



パイロットパイロットパイロットパイロット  ウォッチ  アエロネフ  タイプ  20 40MM 

• ゼニスのパイロットウォッチの歴史に捧げるゼニスのパイロットウォッチの歴史に捧げるゼニスのパイロットウォッチの歴史に捧げるゼニスのパイロットウォッチの歴史に捧げるオマージュオマージュオマージュオマージュ 

• ケース直径ケース直径ケース直径ケース直径40MM 

• 自動巻エリートキャリバー自動巻エリートキャリバー自動巻エリートキャリバー自動巻エリートキャリバー681 

• スーパールミノーバ素材のアラビア数字スーパールミノーバ素材のアラビア数字スーパールミノーバ素材のアラビア数字スーパールミノーバ素材のアラビア数字 

• 裏蓋に裏蓋に裏蓋に裏蓋にZENITH FLYING INSTRUMENTSのロゴのロゴのロゴのロゴ 

 

ムーブメントムーブメントムーブメントムーブメント 

エリート 681 自動巻ムーブメント 

キャリバー：11½ ```（直径：25.6mm） 

高さ：3.47mm 

部品数：128 

石数：27 

振動数：毎時28,800回（4ヘルツ） 

パワーリザーブ：50時間以上 

仕上げ：コート・ド・ジュネーブ  

ギョーシェ模様を施した回転ローター 

 

機能機能機能機能 

中央に時針と分針 

9時位置にスモールセコンド針 

ケース、文字盤、針ケース、文字盤、針ケース、文字盤、針ケース、文字盤、針 

素材：ステンレススティールケース 

直径：40mm 

開口径：32.5mm 

高さ：11.80mm 

クリスタル：両面無反射コーティングの 

ボックス型サファイアガラス 

裏蓋：Zenith Flying Instrumentsのロゴ 

防水機能：10気圧 

文字盤：マットブラック文字盤 

アワーマーカー：スーパールミノーバSLN C1 

針：サテン仕上げブラックルテニウムの針 

 

レファレンス：レファレンス：レファレンス：レファレンス： 

03.1930.681/21.C723 

ラバーで裏打ちしたブラウン カーフストラップ、 

ステンレススティール製ピンバックル 



MANUFACTURE ZENITH 

Maud Tiberti - Rue des Billodes 34-36 - CH-2400 Le Locle - Tél. +41 (0)32 930 65 84 

E-mail : maud.tiberti@zenith-watches.com - www.zenith-watches.com 

 

 

 

先見の明に富む時計師ジョルジュ・ファーブル＝ジャコにより1865年にル・ロックルに創設されたマニュファクチュール 

ゼニスは、その計時性能の高さですぐに世の中に認められることとなりました。1世紀半の歴史の中で懐中時計、航海時計、腕時計の分野において受賞した数

2,333回。1969年に 

発表された伝説的なエル・プリメロキャリバーは自動巻きコラムホイールを搭載し、毎時36,000回という驚異的な振動数を誇り、1/10秒単位の精度を実現しま

した。マニュファクチュール 

ゼニスは600種類を超えるムーブメントを開発しています。すべてのゼニスの腕時計には自社生産ムーブメントが搭載され、ル・ロックルにある、創業者が初め

て建てたアトリエと同じ場所に建てられたマニュファクチュール内で一貫生産されています。 

 

 

 


