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ドレスデン王侯の継承
ラング＆ハイネの時計シリーズは、ザクセンの王や侯爵の名が冠せられる
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価値ある芸術品

66



調律鐘（グロッケンシュピール）のパビリオン、

ドレスデン王宮内ツヴィンガー

マイセン磁器によるグロッケンシュピール

価値ある芸術品

価値ある芸術品

LANG & HEYNE  はドレスデンで時計を製作しています。

ドレスデン－数多くの強者たちが幾つもの世代にわたって繁栄し、国家事業と人生

の享楽との狭間に象徴されるような歴史に彩られた都市。美麗な建築群や芸術家

による数多くの作品は、後世にモチベーションとインスピレーションを与え続ける偉

大な遺産です。発展を続ける科学と手工業、そして想像力とが融合し、ここでは贅沢

な芸術作品が次 と々生みだされましたが――その中でも輝かしい創造物として、機

械式の感嘆に値する芸術作品、時計が制作されました。

神秘的であり、しかし同時にその構造は明確である、これらの時計は私たちを可能

性の限界の世界に連れ出します。伝統と先進技術とを融合させたラング＆ハイネの

最高級の作品は、メインストリームとなった大量生産からは遠く離れたところに位

置する一品もの。私たちの創造作品を腕にするとき、伝統的な志向とゆたかさ、そし

て時計をよく知る者としてのステータスが証明されます。すでに大手の高級時計ブ 

ンドの時計をお持ちになっている時計愛好家の方々には、より高い品質と本当に価

値ある商品を嗅ぎ分けることができる能力が備えられています。

もし絵画「モナ・リザ」が数百枚工業生産されていたとしたら、ここまでの価値はあ

ったでしょうか。芸術家は常に理想家であり、私たちは商品ではなく芸術品を製造

し、自身の仕事の誇りを載せられる高い要求度の限定された数量の時計だけを創 

り出します。この高い要求度は、非常に高価な素材によって造られていますから、ラ

ング＆ハイネの時計は、あなたにとって資産としての価値ある芸術品であり、未来の

世代に託すことのできる収集品となるでしょう。  
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歴史的視点から歴史的視点から

ドレスデン州立

芸術コレクション

数学・物理サロン

ドレスデン王宮内にある数学・物理サロンには、世界で最も重要な時計コレクションが保管されています。
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歴史的視点から

1668年、ヨハン・ゲオルグⅡ世はドレスデンにおいて最初の独立

した時計手工業組合を設置しました。それが栄光の伝統となる礎

石となります。「ザクセン選帝侯とポーランド王」を頂くアウグ

スト強健王とその息子フリードリッヒ・アウグストⅡ世は、親子

共に芸術感性に富みバロック調の生活スタイルを通したことで知

られています。彼ら親子は、神業といわれるような装飾技術をも

った時計職人や芸術家をドレスデンへと呼び寄せました。そし

て、彼らは1728年からドレスデン王宮で落ち合い、これが数学と

物理のサロンとして地位を確立し、現在でも王宮には世界で最も

重要な時計の数々が収集されています。

エーバーハルト・バルデヴァイン、ハンス・ブーヒャ

ー、ヘルマン・ディーペルによる惑星軌道時計、 

作成1563年～1568年、ザクセンの侯爵へ寄与

ドレスデン王宮の王冠の塔

時―歴史的視点から
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1789年、フランス革命のはじまりとともにヨーロッパの生活スタ

イルは一変しました。「時間を正確に測る機械」の意味が重要性

を増し、豪華な装飾のケースや細工は姿を消したのです。ザクセ

ンにおいても時計は「測定機器」として意味を持つようになりま

した。ケーラーやゼイファートなどの時計師は18世紀の終わりか

ら数学と物理のサロンにおいて技術的に高い発展度を持ち、学術

的にも価値がある時計や機器を発表しています。この時代に発生

した振り子時計やクロノメーターは、正確で簡潔な時計作品とし

て豪華なケースの中に収められ、今日収集家や精密時計の愛好家

のすべてを感嘆させるべく、つつましさある新しい価値を内面的

に深めていきました

1838年、「サクソニア」と呼ばれたドイツで最初の鉄道がドレス

デン－ライプツィッヒ間に開通し、モビリティ（＝移動）の時代

が幕開けしました。移動しながら時を知ることが出来る携帯式の

時計を身につける人びとの数は増え続けます。ドレスデンの職人

による懐中時計は限られた人しか手に入れることができないステ

ータスシンボルとなりました。この時代フリードリッヒ・ガトカ

スの柱時計工房においてもいくつかの希少価値あるコレクション

が製造されています。彼の弟子であったフェルディナント・アド

ルフ・ランゲは、1845年にグラスヒュッテにおいて手作業の時計

芸術を工業的な生産へと移行させるまでは、ここで時計製造を学

んでいました。

グラスヒュッテ（ザクセン州）の

シュトラサー・ローデによる精密振り子時計

クリスト＝エーゴット・ヴァイゼによる平面ケースに 

収まった懐中時計――1800年頃のドレスデン

歴史的視点から歴史的視点から
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20世紀のはじまりとともに腕時計が現在にいたるまで途切れることな

く力強い発展を続けています。数百年にわたる歴史の偉大なマイスタ

ー達への敬意から、ラング＆ハイネの精密時計工房は、腕時計に対す

る特別な視点を持つ全く異なるタイプの時計を捧げています。

ガリレオ・ガリレイのアイデア・スケッ

チからヒントを得た振動制動式の作

動モデルは、マルコ・ラングの修行時

代に草案され、作成されている。

歴史的視点から
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最初にビジョンが閃いてから、時計に完成させるまでの道のりは、

長く、ときには険しい。

しかし同時に、一歩一歩その道を進み、自身の能力で私の人生よりも長く生

き続けるムーブメントを完成に導くことは、私にとって至福の時でもある。

この喜びを、私の工房の仲間と 

世界中の時計愛好者によって分かち合いたい。

マルコ・ラング

Marco Lang



ポートレート
LANG & HEYNE  

DRESDEN



ポートレート

ラング＆ハイネの伝統 

ラング＆ハイネの伝統： 

1920年に先代祖母のマルタ・ラングによって仕

上げられたアンカー制御による作動モデル     

マルコ・ラングの時計作りにかける情熱
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ポートレート

マルコ・ラングは1971年に代々伝わる時計師家系の5代目として生まれ

ました。彼は、すでに幼少の時期から父ロルフ・ラングの従事する時

計師としての姿を見て成長しています。その父は長年ドレスデンの数

学・物理サロンの主任修復時計師として、世界で最も価値があるコレ

クションの1つといわれるサロンの時計と精密機械の管理、修復を行っ

ていました。

幼少の頃からのフィリグリー（銀線細工）に対する情熱は、彼が最初

に身につける基礎知識として金属加工の技術を目指すことになりまし

た。彼は、グラスヒュッテにある精密機械・金属加工の専門学校を3

年間で卒業します。この時計の歴史と伝統ある地で、マルコ・ラング

は、時計師としてのインスピレーションを磨き続けます。

ドイツ統一を経た後、マルコ・ラングは引き続き修行を続けるため北

ドイツで著名な時計師、イーノ・フレスナーのもとを訪れます。この

時期、彼はフレスナーの下で職人修行に没頭し、とりわけ精密振り子

時計の製作に深くかかわるようになります。7年の修行期間を終え、そ

して「マイスター」の資格を手にしたマルコ･ラングは、故郷ドレスデ

ンへと舞い戻り、特別注文時計の製作と修復、復元、調整技師として

自身の店舗を開きました。伝統ある家系と最高の家庭環境で育ったマ

ルコは、しばらくすると、ドイツの時計収集家たちの間で名を馳せる

ようになります。

マルコ・ラング
Marco Lang

マルタ（ハルトディンク）ラングの時計職人証書
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ポートレート

2001年の初頭、マルコ・ラングは見習い時計師の中でもピカ一に光る

原石ミルコ・ハイネと知り合いました。そうして志を同じとする2人の

時計師が出会い、共同で時計工房「LANG&HEYNE」をスタートさせま

す。

研磨仕上げの検査
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ポートレート

家庭的な雰囲気の中で、マルコ・ラングは彼の感性豊かな仲間たちとともに働いている。

そして1年後にはすでに、ラング＆ハイネの最初の

2つのモデル「フリードリヒ・アウグストⅠ世」

と「ヨハン」がバーゼル・メッセで発表されまし

た。小さな時計工房では考えられないほどの契約

が集まります。2002年夏、ミルコ・ハイネは工房

から去り、自身の道を歩みだしましたが、これか

ら先も時計工房ラング＆ハイネの名前どおり、2人

の天分に恵まれた時計師が作り上げた根本理念は

変わることがなく、工房の名はドレスデンの精密

時計と同義となりつつあります。

マルコ・ラングは、独立時計師としての道を邁進

します。2003年末には時計工房兼、時計販売店で

あった店舗を売り払い、時計の製作と創作のみに

専念できる環境を作り上げています。

3年間のメンバー候補者としての暫定期間を経て、

マルコ･ラングは自身の時計にかける創造性が認め

られ、2005年より国際独立時計師の機関AHCIの正

式メンバーに登録されています。この閉鎖的で時

計芸術と創造性を持つものだけに開かれたクラブ

のメンバーとして、ラング＆ハイネの時計工房は

大きな責務を感じ、品質、創作能力、時計師とし

ての能力において世界最高のレベルの舞台で評価

されることを名誉として受け入れています。

ドレスデンの閑静で緑豊かな住宅地にラング＆ハ

イネの工房は2010年から新たな居所を見つけてい

ます。静かで時間のゆったりと流れる環境で、ラ

ングは格別な時計職人の仲間とともに時計製作を

行っています。芸術作品ともいえる時計の一本一

本は、彼自身の手作業によって仕上げられ、工房

を離れます。

ラング＆ハイネで働く時計師たちは、もちろん彼

らの生み出す芸術品を完成させることに最も大き

な喜びを感じています。しかし、価値の分かる時

計愛好家たちと伝統的な時計師による芸術品に対

する感動を分かち合えるのであれば、それに優る

喜びはありません。
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ポートレート

沿革「ラング&ハイネ」
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ポートレート

UHRENMANUFAKTUR  LANG & HEYNE · WEISSENBERGER STRASSE 10 · D-01324 DRESDEN
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「時」の追求

私たちラング＆ハイネが作り上げる「時」・・・

私たちにとって工房とは、単にモノを製作する場所という意味で

はありません。それ以上の意味で、私たちの設計技術者、時計

師、磨き職人、彫金師たちの手で、それぞれの部品は成熟されて

ゆきます。たとえラング＆ハイネ製ではない、いくつかの既製部

品であっても、細心の集中力とディテールへのこだわりと愛情を

もって、その美しさと機能性は、ラング＆ハイネの高い要求度を

満たす性能の部品へと昇華してゆくのです。テンプが鼓動を始め

る至高の瞬間に向けて、ラング＆ハイネが誇る最高のマイスター

たちによって、個々の部品一つ一つが組み立てられます。

そのようにして最高の精度と優美さ、調和を保ったデザインと機

能性が形作られます。ドレスデン時計の数百年来にわたって刻み

込まれた哲学による芸術作品とは、最高の精度の機械性能を持ち

合わせたまま、王侯の美に対する要求を満たすことです。その偽

りない基本理念の追求と理想の実現こそが、ラング＆ハイネで製

作される一つ一つの時計にザクセン時計芸術の価値ある本物の証

明を与えるのです。

時のための言葉・・・

ビスを青く染めるクリステン・ピュカ：ムーブメントの計測とテンプの稼動測定
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「時」の追求

エリザベス・グラーベ：ゴールドシャトンへのダイヤモンドの挿入作業
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「時」の追求

ラング＆ハイネを手にしたあなたが感じる「時」・・・

手作業によって見事に仕上げられた針と絹のように美しく輝くエナメルの

文字盤に視線を落とした瞬間。そして金色に輝くムーブメントのディテー

ルを確認した瞬間。ゴールドシャトン縁取られたルビー、ブルースチール

加工されたビス止め、繊細に設置され、錫（すず）研磨されたスワンネッ

ク、そして自由に呼吸するブレゲ式のヒゲゼンマイ、輝くダイアモンドによ

る冠を飾り、ゴールドビスで留められたテンプに目を落とす瞬間。

あなたが夢心地になる「時」とは・・・

すべての部品一つ一つが芸術品の域まで高められたことを確認する瞬

間です。本物の手工業職人のやり方で、職人の手は、部品へ、ルーペへ、

そして工具へと正確に動き、その動きは、完全な形とそれが放つオーラ

が時計に宿るまで続けられます。

キム・ジャプリ：伝統的な手作業によるテンプ回転軸の加工
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「時」の追求
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カトレーン・ユニッツが時計職人の作業机で



「少ないことは大きなことであり、希少なことは偉大でもある・・・

・・・かけがえのない、そして唯一の時計を手にするとき、所有者には至福が訪れます。」

とマルコ・ラングは微笑みとともに語ります。

スウィング・セレブレーション

新しい「ラング＆ハイネ」の誕生



スヴェン・マイヤーは、私たちの

精密時計のベースである

CNC技術を使いこなします。

„in principio erat idea“－最初にアイデアが生まれる。そして夢の実

現のためには多大な忍耐といくばくかのファンタジーも必要です。アイデ

アは、昼下がりにまどろんでいるとき、森をジョギングしているとき、ある

いは良き赤ワインを手にした夕べに突然やってきます。ほとんどのアイデ

アは私の生活に長年寄り添います－優れた赤ワインが成熟するように、

それは常に良きものへと変質してゆきます。

どのような形がそこから

生まれるのか？

この鋼棒は将来の時計の

部品であり、私たちは

それを素材から「単に」

導き出すだけなのです。

プロファイル・プロジ

ェクターによる歯車

の噛み合わせ検査

新しい「ラング&ハイネ」の誕生
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ある日、私は鉛筆を手にして考えを整理します。そして１つのコンセプト

が誕生します。この時計は実現できるのだろうか？　時代に適合するだ

ろうか？　何が実現の際の最も大きな課題となるだろうか？

それはあたかも作曲のように、一つ一つの音符が調和し、最終的には一

つのシンフォニーが完成するように。過去にはスケッチやメモを必要とし

ましたが、今はほとんどの場合、そのままコンストラクションプログラムを

スタートさせます。作業机で日常の作業の合間に、ときにはソファーで我

が子を膝の上に抱えながら、私は最初にひらめいたフォルムを形にして

新しい「ラング&ハイネ」の誕生

電気メッキ:
フィニッシュ仕上げの後に

は、すべての真鍮の部品は

分厚いファインゴールドの

メッキを３回施します。
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新しい「ラング&ハイネ」の誕生

第2段階

一次切削加工したスタッドのつ

いた状態の歯車用のブリッジ

第3段階 

フィニッシュ加工した組立作

業前の歯車用ブリッジ

第1段階

この3mmの厚みの真鍮を私

たちはプレス抜きします

豚の毛のブラシによる銀のしごき密着

作業と微細な銀粉、ワイン結晶（酒石酸

水素カリウム）、食塩から成る合成粉末

いきます。そうして一年も経つと200余りの部品がそれぞれに調和しはじ

め、すべてのコンセプトが明らかになってゆきます。ここまで来ると私の

秘密を守ることが難しくなります。なぜなら私はこの時計に物理的な形

を与え、それを手にすることを我慢できなくなるからです。

伝統的に最初はムーブメント、つまり時計構造の骨格が製作されます。

CNCによる幾度にもわたるテスト切削加工の後には、私たちは短時間で荒

削りした歯車のブリッジとベースプレートを製作することができます。こ

の点においては、ほとんどの部品を自身で製作していることが功を奏し

ます。これによって注文から納品までのプロセスを短縮することができる

のです。

ブリッジとプレートは、そのタイプによって大変な手間をかけて手で彫が

入れられ、研磨と仕上げ磨きの手がかけられ、金メッキ仕上げをする前

に銀によって装飾されます。ここでは私たちは18世紀に完成された「銀の

しごき密着」という手法を再発見し、それをさらに改良して行っていま

す。ある強さの豚の毛のブラシによって銀と塩の混合粉末を真鍮の部品

にしごきながら密着させ、皮のようなざらざら感のある表面仕上げがこれ

によって行われます。この手法による光沢と彫り込みとのコントラストの
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新しい「ラング&ハイネ」の誕生

錫（すず）のプレート上で、 

ダイアモンドを使ってビスの

頭を平らに研磨仕上げする

最終組立て前に、一度組立てさ

れたカバープレートを研磨する

相性は、その他の手法では得ることができないものとなっています。

レバーなどの平面的な部品とバネは、薄鋼板を張り合わせたものに切削

加工します。鍛錬と計測を交互に行った後には、部品の仕上げである「フ

ィニッシュ」という主工程作業が続きます。すべての面と角は「美しく正確

に削り取られ」、研磨され、仕上げ磨きされ、真鍮部品は金メッキ加工さ

れます。ここでの作業は数百年前のそれと変わることなく、私たちはここ

の部分だけで、これまでの作業の5倍以上の時間を必要とします。

同時に回転する部品、例えばビスやシャフトなどは、私たちは全ての回転

動作を顕微鏡の下で確認し、既製品であっても完全なフォームとなるま

で加工作業を加えます。ビスについても私たちは非常に高いクオリティ精

度を要求します。全てのビスを手作業で錫研磨することによってのみ、完

全に平坦なビスの表面を作り出すことができるのです。素人の目には違い

が分からない部分においても、私たちは他の高級時計ブランドよりも何

倍もの時間をかけることを惜しみません。

歯車や小歯車についても、いくつかの重要なものは工房で一から作られ、

歯を削る作業やそれに続く歯側の研磨を行いますが、一部の歯車は素

材を購入し、それを加工します。小歯車は一つ一つ時間と手間をかけて

前額面光沢工具とグラスヒュッテン式の刺入器でフィニッシュ加工され、

歯車の脚は円錐形に削られ、つや消し加工され、金メッキ加工されます。

29



キャリバーⅤの分解スケッチ

新しい「ラング&ハイネ」の誕生
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キャリバーⅤのプロトタイプの製作

キャリバーⅤの歯車はすべてゴールドに仕上げられています。大きな巻上

げ用の歯車は、輝かしいサンバースト仕上げが施されています。

とりわけ工房独自の特別なポイントは、多種多様な18金とプラチナ素材

のケースとストラップバックルまでも、私たちは素材の選択から仕上げま

で自身で行っている点です。これには、金の鍛冶職人技術と精密機械技

術が融合する必要があります。

2006年から私たちは自身で構造した金製のムスターシュアンクルも製作

しています。ラング＆ハイネのテンプは、当然のことながらブレゲ式のら

せんを描くように成型され、調和したスウィング形状を実現しています。

すべての部品が仕上げられ、それぞれのフィニッシュ加工が施されると、

その後にはプロトタイプの仮組み立て作業が続きますが、これは本来の

時計職人にとっての一つの挑戦です。ここで一つ一つの部品が調整さ

れ、宝石や刻印がプレスされ、歯車の遊びが調整されます。いくつかの構

造的な欠陥はここですべて補正され、いくつかの部品はさらに加工され、

あるいは新たに作成し直されます。またここでは、後に続くシリーズの組

み立てのために、新しい工具や組み立てのための作業補助器具も考案さ

れ、製作されます。

最終的に、長き絶え間ない努力の後に、私たちはスウィング・セレブレー

ションを、つまり新しい時計に生命を吹き込む最初の稼動を祝います。私

たち工房のチームすべてが誇りを感じる「目」のためのお祭りです。この

頃、最初の部品製作という「礎石祭」から1年と半年が過ぎたあたりでは、

もちろんメッセでのプレゼンテーションも視野に入ってきています。

しかし、その前に私たちは装飾の追及を行わなければなりません。腐食

防止加工した針のコンビは、万力の上で削りの作業が行われ、顕微鏡を

見ながらの彫が施され、研磨と仕上げの磨きが行われ、ブルー化や円筒

形の押し出し作業が行われます。

エマイル陶板や銀製の文字盤にはフーチング加工が施され、ようやく私

たちはムーブメントをケースに収めることができるのです。そして繊細に

加工されたアリゲーターストラップとバックルが取り付けられ、ここではじ

めて時計が手首に収まります。

この日、残りの時間に私たちは作業をしませんが、やることは沢山ありま

す。お互いの肩を叩き合い、満足とともにスパークリングワインのグラス

を傾ける。

なぜなら一つの小さな奇跡がここには訪れたのですから・・・

新しい「ラング&ハイネ」の誕生
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Caliber I

Friedrich August I.
「フリードリヒ・アウグストⅠ世」モデル

König Johann
「ヨハン」モデル

キャリバーⅠ―ムーブメント



キャリバーⅠ　ムーブメント

19世紀末に技術的に完成の域に達したザクセン時計のスタイルである

3/4プレート上に、時計の心臓部「キャリバーⅠ」は美しく芸術的な精密

機械として組み込まれています。金のシャトンに納められた大きなルビー

は、つや消しに研磨されたプレートと対照的なコントラストを醸しだして

います。アンクルの軸受けの最も小さなルビーでさえ、ゴールド製のシャ

トンに収められ、ブルースチール製のビスで留められています。

テンプ受金とバランスコックの正確に研磨された面取り部分は美しく輝

き、テンプに留められた金のチラネジと同じように光を放っています。二

つの巻き上げ車は光り輝く太陽を連想させるサンバースト仕上げ。さら

に、テンプの軸受けに納められたダイヤモンドは至高を極めています。荘

厳な仕上がりを見せる手作業で彫りの入れられたテンプ受金と絶妙な調

和をなすエレガンスなスワンネックも特徴の一つです。

上方に向けて理想的な曲線を描く様に成型されたヒゲゼンマイは常に一

定の正確なリズムを打ち続けます。テンプは耐衝撃性が配慮され取り付

けられています。リューズを引っ張ることで秒針停止機構が作動し、秒単

位まで時間を合わせることが可能です。

マンモスの象牙でプレートが作られ

たキャリバーⅠ（83ページを参照）

スワンネック型緩急針
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Caliber I

 
直径

 
16 ¼  ライン (36,6 mm)

 
振動数

 
18.000 振動／時

 パワーリザーブ
 

46 時間 

 石数 ルビー19石、ダイヤモンド1石

  

*  耐衝撃性のチラネジ付きテンプ   

*  ブレゲ式ヒゲゼンマイ  

*  スワンネック型緩急針

*  6時位置のスモールセコンド

*  秒針停止機構

*  サンバースト仕上げの歯車

*  ムスターシュアンクル（72ページを参照）

*  お客様のご希望に応じたイニシャルプレート

ご希望の方には、個別にエングレービング

作業を行います。詳細については

79ページを参照。

キャリバーⅠ　ムーブメント
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強健王フリードリヒ・アウグストⅠ世、ザクセン選帝侯、

ポーランド王、リトアニア大公としてのアウグストⅡ世

通称「強健王」と呼ばれたフリードリヒ・アウグストⅠ世は、ザクセン選

帝侯、ポーランド王、リトアニア大公としてアウグストⅡ世の名でも知

られています。「アウグスト時代」はザクセンの政治、そして文化の最

高潮の時代でもありました。宮廷の生活は人生の享楽と贅沢を背景

にバロックの光で溢れていました。この時代の時計の豪華絢爛な装

飾を施したケースは本物の芸術作品でもあり、その内部には卓越し

た技術の結晶が時を刻んでいました。

「フリードリヒ・アウグストⅠ世」モデルは、この伝説となった彼の個性

に捧げられたモデルです。その心から愛した芸術に敬意を表して・・。

彼の芸術を愛する心は後の世代にも引き継がれています。現在にい

たってもドレスデンの美と至宝は彼の功績によるものが大きいと言わ

れています。

18Kのストラップバックル

選帝侯「フリードリヒ・アウグストⅠ世」モデル

「フリードリヒ・アウグストⅠ世」モデル

1670年5月12日ドレスデン生、

1733年2月1日ワルシャワ没
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この時計「フリードリヒ・アウグスト一世」は、芸術に溢れた仕様とな

っています。美しく仕上げられたケースはムーブメントをやさしく包

み込み、最高の金細工で彫り込まれた「ルイⅩⅤ世」と名付けられた

針は、白の陶板製文字盤の上でこの上なく美しく光り輝いています。

力強い書体で描かれたアラビア数字のインデックスは、外周の赤い

分数字とともにバランスよく配置されています。

「フリードリヒ・アウグストⅠ世」モデル

刻印入りの堅牢なゴールド製のリューズ

 
ムーブメント 手巻き式キャリバーI、46時間パワーリザーブ、秒針停止装置付き、固有番号表記

 ケース 18Ｋイエローゴールドケース、直径43,5 mm、両面サファイアクリスタル、 

  18Ｋイエローゴールドバックル、アリゲーターストラップ

 文字盤 
 
三枚の陶板で構成された文字盤にアラビア数字のインデックス、ゴールドの「ルイⅩⅤ世」針、固有番号表記
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バリエーションⅣ

18Kピンクゴールドケース

スペード型のピンクゴールド針

バリエーションⅥ

プラチナケース

スペード型のブルースチール針

バリエーションⅤ

18Kホワイトゴールドケース

スペード型のブルースチール針

バリエーションⅢ

プラチナケース

ルイXV世ブルースチール針

バリエーションⅡ

18Kホワイトゴールドケース

ルイXV世ピンクゴールド針

バリエーションⅠ

18Kピンクゴールドケース

ルイXV世ピンクゴールド針

すべての時計はモデルごとに一つだけの通し番号が与えられ、それは文字盤とムーブメントに記されます。

これはラング＆ハイネの時計は一つ一つが唯一の芸術作品であることの証明です。

アリゲーターストラップ（内側はシャークスキン）の色揃え | 42ページ参照

ゴールド、あるいはプラチナ製の折りたたみバックルもオプションでご注文いただけます | 58ページ参照

ブラック ブルー ブラウン

「フリードリヒ・アウグストⅠ世」モデル
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「フリードリヒ・アウグストⅠ世」モデル

フリードリヒ・アウグストⅠ世モデル――

1945年2月13日、ドレスデンの大空襲により

破壊された数学・物理サロン所有の至宝を背景に

重要な懐中時計コレクションが解け崩れ、

一つの警告を発するシンボルへと
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「ヨハン」モデル

「フィラレテス－真実の友」という詩人名を持ち、教養深く、芸術にも

長けていたこの君主の下では、ダンテの『神曲』がドイツ語に翻訳さ

れただけでなく、数多くの作品が生み出されています。1854年からザ

クセン王の冠を戴いた彼は、統一ドイツ国家の成立に向けて邁進しま

した。彼は数え切れないほどの貴族政体の法律を新たに施行し、あ

るいは改正し、最も思慮深く、最も聡明なザクセンの君主として普仏

戦争直後の会社が乱立する経済開花時代の先導を努めました。

1801年12月12日ドレスデン生、

1873年10月29日ピルニッツ没

18Kのストラップバックル

ザクセン王　ヨハン
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「ヨハン」モデル

 
ムーブメント 手巻き式キャリバーI、46時間パワーリザーブ、秒針停止装置付き、固有番号表記

 
ケース 18Ｋホワイトゴールドケース、直径43,5 mm、両面サファイアクリスタル、  

  18Ｋホワイトゴールドバックル、アリゲーターストラップ 

 
文字盤 二枚の陶板で構成された文字盤にローマ数字のインデックス、ブルースチールのスペード型針、固有番号表記

「ヨハン」モデルは、彼の思慮深い人格に捧げられたモデルです。 

このモデルに名付けられたザクセン王ヨハンのように物事の深い部

分にある本質に集中し、時間を忘れるような優雅の光を放つ時計で

す。白色の二つの陶板で構成された文字盤には、シャープなローマ

数字が描かれ、手作業で仕上げられたスペード型のゴールド針が時

を刻みます。それは気品高く、潔いキャラクターを演出し、その外観

は独自の美しいケースが高貴なラインを描いています。

刻印入りの堅牢なゴー

ルド製のリューズ
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すべての時計はモデルごとに一つだけの通し番号が与えられ、それは文字盤とムーブメントに記されます。

これはラング＆ハイネの時計は一つ一つが唯一の芸術作品であることの証明です。

バリエーションⅢ

プラチナケース

スペード型のピンクゴールド針

バリエーションⅡ

18Kホワイトゴールドケース 

スペード型のブルースチール針

バリエーションⅠ

18Kピンクゴールドケース 

スペード型のピンクゴールド針

「ヨハン」モデル

ブラック ブルー ブラウン

アリゲーターストラップ（内側はシャークスキン）の色揃え

ゴールド、あるいはプラチナ製の折りたたみバックルもオプションでご注文いただけます | 58ページ参照
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ザクセン王ヨハンモデル――

1945年2月13日、ドレスデンの大空襲により

破壊された数学・物理サロン所有の至宝を背景に

部分的に融解し、酸化した17世紀の

ルネッサンス様式卓上時計

アリゲーターストラップ（内側はシャークスキン）の色揃え

ゴールド、あるいはプラチナ製の折りたたみバックルもオプションでご注文いただけます | 58ページ参照





Caliber III

「モリッツ」モデル

キャリバーⅢ―ムーブメント



キャリバーⅢ　ムーブメント

これまでのキャリバーⅠを積極的に進化させると同時に、キャリバーⅠの

場合と同様に伝統的な時計師の芸術性に十分配慮したムーブメント、キ

ャリバーⅢをモデル「モリッツ」のために完成させました。裏側を見るとキ

ャリバーⅠと見間違えるほど似ていますが、数々の改良を施しています。

まず、分を刻む歯車と秒を刻む歯車の距離を9mm縮め、新たなインダイヤ

ルを追加で導入することに成功しています。巻き上げ部分は全く新たに

設計することで、リューズポジションは3段階となり、日付、月、曜日そして

太陽の入射角を素早く設定できるように配慮しています。

カレンダー表示に関わるすべては、わずか1.5mmの厚みしかない追加モジ

ュールに詰め込まれています。日付と曜日の表示が24時の段階で一瞬に

して切り替わり、カレンダー操作時に数十時間分も針を移動させることな

く、いつでも素早く行うことができるようになったのです。

もう一つ設定を行う際の利点としては、中心から僅かに

右下のポジションにナイト＆デイ表示を設けたこ

とです。6時から18時までの昼間においてそ

こは金色に、18時から6時までの夜間は

青色に着色された24時間計の半分が

表示されるという仕組みになってい

ます。

ムーブメント（背面）

ご希望の方には、個別に

エングレービング作業を行います。

詳細については79ページを参照。
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キャリバーⅢ　ムーブメント

*  耐衝撃性のチラネジ付きテンプ   

*  ブレゲ式ヒゲゼンマイ  

*  スワンネック型緩急針

*  6時位置のスモールセコンド

*  秒針停止機構

 
直径

 
16 ¼  ライン (36,6 mm)

 
振動数 18.000 振動／時

 パワーリザーブ
 

46 時間 

 石数 ルビー19石、ダイヤモンド1石

ムーブメント（文字盤側）

Caliber III

*  サンバースト仕上げの歯車

* 完全カレンダー表示

* ムーンフェイズ

* デクリネーション（太陽の入射角表示）

*  お客様のご希望に応じたイニシャルプレート
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「モリッツ」モデル

1521年3月21日フライベルク生、

1533年7月11日ジーヴェルスハウゼン没

ザクセンの歴史上、最も重要な支配者の一人として政治と軍事の指

導力、そして文化的な人格を兼ね備えていたのがモリッツでした。

政治の場面での敏感な嗅覚、そして影で行う陰謀の手腕と軍事力を

背景に、彼は従兄弟にあたるフリードリッヒから選帝侯の座を奪い取

り、ザクセンの広大な領地を支配下に納めました。

このときからドレスデンはザクセンの中心地となり、モリッツはドレス

デンに文化と政治の急速な発展をもたらす基礎を築き上げました。

初期のモリッツは皇帝のカソリック側でしたが、途中からこれに軍事

的な圧力をかけて反対し、最終的にはアウグスブルクの宗教和議に

到達し、プロテスタントの信仰の自由が保証されることとなりました。

モリッツは32歳という若さで、ジーヴェルスハウゼンの流血戦で致命

傷を負い、フライベルクのドーム（大聖堂）に埋葬されており、それ以

降はすべてのザクセンの支配者たちがここに眠ることとなっていま

す。

18Kのストラップバックル

選帝侯　ザクセン王・モリッツ
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文字盤 6時位置のスモールセコンド、ムーンフェイズ

  3時位置のカレンダー（日、曜日）

  9時位置のカレンダー（月）

  4時位置中央のナイト＆デイ表示

  12時位置の太陽の入射角表示

「モリッツ」モデル

「モリッツ」は、古典的な左右対称、

文字盤の割り振りの中にすべてのカレ

ンダー機能を備えています。堅牢な銀製

の文字盤は、伝統的に白で防腐食加工

（酸洗い）を施され、その上から淡い

「シャンパン色」で着色されています。

金のムーンフェイズの盤と太陽の入射角 

を現す地球の盤は、フライス加工され、 

七宝焼のエナメル技術（Champlevé-

Emailtechnik）で色付けされ、 

仕上げられています。

リューズによって日付、月、そして太陽の 

入射角を素早く設定できます。文字盤に 

埋め込まれた2枚のディスクは、ムーン 

フェイズと曜日を設定するためのものす。

モデル「モリッツ」は、3つの異なるゴールドカラ

ー（ホワイト、イエロー、ピンク）のケースとバッ

クル、そして多様な針のバリエーションをお選び

いただけます。

太陽の入射角を現すアースディスクは、 

ヨーロッパ・アフリカ地域、アジア・オースト 

ラリア地域、南北アメリカ地域の3種類の 

バリエーションの中からお選びいただけます。

 
ムーブメント キキャリバーⅢ、46時間のパワーリザーブ機能、秒針停止機構 

 
ケース

 18Kピンクゴールド、直径44mm、両面サファイアクリスタル、アリゲーターストラップ、18Kバックル

 
文字盤

 堅牢な銀製の文字盤にアラビア数字、スペード型のブルースチール針

ヨーロッパ／アフリカ表示

アジア／オーストラリア表示

アメリカ表示
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すべての時計はモデルごとに一つだけの通し番号が与えられ、それは文字盤とムーブメントに記されます。

これはラング＆ハイネの時計は一つ一つが唯一の芸術作品であることの証明です。

なぜ季節や昼間・夜間の長さの違いが発生するのでしょうか？

これらは地表へ太陽光が入射する角度が異なるために発生するも

のです。黄道に対して地軸の傾きが23.5度あり、地球が太陽の周

りを回っているために太陽光は、時には北半球に多く、時には南

半球に多く降り注ぎます。機械式時計の機構で知られているのは

日の出と日の入りを示す表示やエクエーション表示です。

ラング＆ハイネは時計愛好家のために、赤道に対する太陽の入射角を直接表示するという世界でも最初

のアイデアを実現しました。季節に応じて異なる傾きを示す地球は、カーブ状に成型された入射角を完

璧な形で再現する盤によって制御されます。

「モリッツ」モデル

デクリネーション　–　腕時計の新たな表示

バリエーションⅡ

18Kホワイトゴールドケース

スペード型のブルースチール針

バリエーションⅢ

18Kイエローゴールドケース 

スペード型のブルースチール針

(希望に応じて)

バリエーションⅠ

18Kピンクゴールドケース

スペード型のブルースチール針

アリゲーターストラップ（内側はシャークスキン）の色揃え | 42ページ参照

ゴールド製の折りたたみバックルもオプションでご注文いただけます | 58ページ参照

ブラック ブルー ブラウン

6月15日の状態
北半球の夏

3月21日、および9月21日の状態
日夜が等時間に配分

12月15日の状態
南半球の夏
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「モリッツ」モデル

ザクセン王モリッツモデル――

1945年2月13日、ドレスデンの大空襲により

破壊された数学・物理サロン所有の至宝を背景に

溶解した18世紀の荷馬車時計

アリゲーターストラップ（内側はシャークスキン）の色揃え | 42ページ参照

ゴールド製の折りたたみバックルもオプションでご注文いただけます | 58ページ参照
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Caliber IV

ザクセン王　アルベルト

キャリバーⅣ―ムーブメント

König Albert von Sachsen



キャリバーⅣ　ムーブメント

美と機能が調和し、優美なフォームが完璧な統一性を創り出す

ことに成功したならば、この新たなアイデアを実現化した時計工

房ラング＆ハイネにとってこれほどの喜びはありません。

私たちはキャリバーⅣにおいて、外見からは高潔な品性を慎み深

く放ちながらも内面の精緻な技術は時計愛好家たちを感動させる

クロノグラフ機構を創り上げました。このクロノグラフ製作時の

一番の課題は、クロノグラフの秒針と同じようにクロノグラフの

分針までも時計の中心に納め、機能させることでした。

大きなゴールド製の連結歯車は、その200にも及ぶ歯によって完璧

なスタートと静かな針の動きを演出します。しなやかなギアとバ

ネが優雅に振り動き、その動きは切り替え歯車のプログラムへと

連動してゆくのです。

そしてとりわけ、精密で古典的な原料から作られた部品とのコン

トラストは、この機械が本物のラング＆ハイネの品質であること

を証明しています。

精密クロノグラフ用歯車

ご希望の方には、個別に

エングレービング作業を行います。

詳細については79ページを参照。
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Caliber IV

キャリバーⅣ　ムーブメント

*  耐衝撃性のチラネジ付きテンプ  

*  ブレゲ式ヒゲゼンマイ

*  スワンネック型緩急針

*  ６時位置のスモールセコンド

*  秒針停止機構

*  サンバースト仕上げの歯車

*  ワンボタン方式のクロノグラフ・プッ  

 シュボタンがリューズに内臓

*  ゴールド製の200の歯を持つ連結歯車を使用

*  クロノグラフの分針制御メカニズムを通常とは 

 反対方向、つまり背面側に向けて設置

*  クロノグラフ使用時以外は、分針制御の  

 メカニズムは完全に時計動作から切り離され  

 摩擦を生じさせない配慮 

*  お客様のご希望に応じたイニシャルプレート

 
直径

 
16 ¼  ライン (36,6 mm)

 
振動数

 
18.000 振動／時

 パワーリザーブ
 

46 時間 

 石数 ルビー22石＋ダイヤモンド1石 
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「アルベルト」モデル

1828年4月23日ドレスデン生まれ

1902年6月19日シュレジエン没

ヨハン王の息子としてアルベルトは、将来王子の座につくための最高

の教育と教養を身につけました。彼は19世紀の重要な戦争、交渉の

場に参加し、その席で彼は軍事術に秀でていることを証明していま

す。

1873年、アルベルトが王位の座についた後、彼は自身の取り組んだ仕

事のほとんどをザクセンの経済、そして社会福祉の発展のために費や

し、芸術と文化の保護者として特別な力を注ぎました。彼の30年以上

にも及ぶ王位在位中に、ザクセンは経済と文化の最も成功した国のひ

とつとして君臨したのです。

勤勉で理論的な考慮を常とするザクセン王のオープンで、人間味溢

れる振る舞い、そして重要な物事への熱心な取り組みようは、技術、

貿易、工業、そして産業の開花を促したのです。

プラチナ製のストラップバックル

ザクセン王　アルベルト
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「アルベルト」モデル

私たちのモデル「アルベルト」の飾り気のない印象を与えるローマ数字表記 

文字盤は、思慮深い意思を発します。正確な時間の測定には美観を損ねるよ 

な追加の文字盤を必要とせず、リューズにはクロノグラフのボタン機能が内蔵

されることで美しいクラッシックなケースラインを崩すことがありません。

ケース背面のガラスからは、私たちのクロノグラフモデルの息を呑むよう

な一連のギアとレバー動作の美を目にすることが可能です。完璧なフォル

ムの形成と精密な手作業での部品の仕上がりを一つにすることで、ここに再

び、私たちの喜びとともに最高の技術を追求した逸品が仕上がりました。

 
ムーブメント 手巻き式キャリバーⅣ、46時間のパワーリザーブ、秒針停止機構、背面向きに取り付けられた分針制御を持つクロノグラフ機構

 
ケース  プラチナ950、直径44mm、両面サファイアクリスタル、アリゲーターストラップとプラチナバックル、リューズにはプッシュボタンも内蔵

 
文字盤 2枚の陶板で構成された文字盤にローマ数字のインデックス、時間を示す秒針のみが分散

　　　　　　　  残りの時計分針、時間針とクロノグラフの秒針、分針は中央に配置  

  ブルースチール製、あるいはピンクゴールド製のスペード型針

  固有番号表記
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「アルベルト」モデル

バリエーションⅡ

18Kピンクゴールドケース 

スペード型のピンクゴールド針

バリエーションⅠ 
18Kホワイトゴールドケース 

スペード型のブルースチール針

バリエーションⅢ

プラチナケース

スペード型のピンクゴールド針

すべての時計はモデルごとに一つだけの通し番号が与えられ、それは文字盤とムーブメントに記されます。

これはラング＆ハイネの時計は一つ一つが唯一の芸術作品であることの証明です。

ブラック ブルー ブラウン

アリゲーターストラップ（内側はシャークスキン）の色揃え | 42ページ参照

ゴールド、あるいはプラチナ製の折りたたみバックルもオプションでご注文いただけます
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「アルベルト」モデル

モデル「アルベルト」――エルベ川の小

石とともに。背面のサファイアクリスタ

ルを通じてキャリバーⅣを眺める

アリゲーターストラップ（内側はシャークスキン）の色揃え | 42ページ参照
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Markgraf Heinrich



Caliber V

Konrad der Große
「コンラート」モデル

Markgraf Heinrich
「ハインリヒ」モデル

キャリバーⅤ―ムーブメント



「動力制御機構」

キャリバーⅤ　ムーブメント

ラング＆ハイネ4番目のキャリバーは、これまでとは異なる新しい

仕様で設計されています。3角形を描く歯車のブリッジのしなやか

なフォームは、見る者の目を離しません。硬度の高い18金による

6つの歯車、ラング＆ハイネ独特の大きなテンプ、繊細なムスター

シュアンクル、そしてキャリバーⅤのハイライト「動力制御機構」

が搭載されています。

これは、輪列の最終部分であるガンギ車において実現され、ゼン

マイから伝わる力を一定に保つことを可能としています。

ゼンマイの巻き上げの状態によって、テンプに伝わる力が変化

する特性と動力を調整する機構が均衡するわけです。この機構に

より、どの巻上げ状態でもテンプの降り角に均一性が得られ、

時計の精度が飛躍的に向上します。

日付がジャンプするための複雑なレバーのメカニズムは、文字盤

の下に配置されており、外部からは見ることができません。

精密歯車
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Caliber V

キャリバーⅤ　ムーブメント

*  ゴールド製耐震装置付きテンプ 

*  ブレゲ式ひげゼンマイ

*  スワンネック型緩急針

*  秒針停止機構

*  ソレイユ仕上げの歯車

*  1秒毎に一定動力を与える動力制御機構 

*  デッドビートセコンドをセンターに配置

*  ポインターデイト表示は、31から１へジャンプするアンテログラーデ機構    

 
直径

 
ムーブメント直径 33.0 mm (約 14 1/2 ライン) 

 
振動数

 
18,000 振動／時間

 パワーリザーブ 動力制御機構稼動時33時間／通常稼働42時間

  石数 ルビー24石＋ダイヤモンド 1石
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「コンラート」モデル

 
ムーブメント 手巻き式キャリバーⅤ、秒針停止機構付き

   

 
ケース 18Kピンクゴールド、直径39.4mm、両面サファイヤガラス、ハンターケース裏蓋、ゴールド製バックルとアリゲーターストラップ

 
文字盤 二枚の陶板で構成された文字盤にアラビア数字のインデックス、センター秒針、ブルースチール製のカテドラル型針

大辺境伯コンラートⅠ世 
ヴェッティン伯爵、マイセン・ラウジッツ辺境伯

コンラートが出生した頃、ヨーロッパはキリスト教の深い熱狂的な 

宗教世界に染まっていました。十字軍、異端審問、宗教裁判・・・ 

しかし中産階級である市民や手工業組合ツンフトの誕生もまたこの 

11世紀の歴史上の重要な出来事でした。

長い禁固生活の後、いくつかの幸運も手伝ってコンラートは解放さ 

れ、ドイツ皇帝に仕える封建領主として彼はマイセン辺境伯の座を 

戦いで勝ち取ります。

己を信じる力と政治権力のための優れたバランス感覚により、彼は 

ザクセンにおけるヴェッティン家の名を確立し、一族の祖先として 

子孫の代に長く君臨する家系の礎石を築きました。

それゆえ、ドレスデン王宮に飾られた「侯爵の行進」のはじめに彼 

が登場することは当然ともいえるでしょう。

コンラートの齢が60に近づいたとき、彼は世界権力の座を諦め、 

ペテルスブルク修道院の使徒修道士となりますが、この時からおよそ 

2ヵ月後にはこの世を去っています。

出生1098年頃

1157年2月5日没
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「コンラート」モデル

 
ムーブメント 手巻き式キャリバーⅤ、秒針停止機構付き

   

 
ケース 18Kピンクゴールド、直径39.4mm、両面サファイヤガラス、ハンターケース裏蓋、ゴールド製バックルとアリゲーターストラップ

 
文字盤 二枚の陶板で構成された文字盤にアラビア数字のインデックス、センター秒針、ブルースチール製のカテドラル型針

直径39.4mmの「コンラート」は、ラング＆

ハイネの腕時計の中では少し小型のモデルと

なりました。飽きのこない文字盤のスタイル

にポインターデイト表示はうまく調和して

います。月の終わりに達すると日付表示の針

はラング＆ハイネのロゴを勢いよく飛び越え、

新しい月の最初の数字に移ります。

繊細な秒針は美しく１秒毎にステップし、

キャリバーⅤの高い完成度を表します。

開閉可能な裏蓋には、時計の所有者のた

めにイニシャルなどを彫刻する場所が

提供され、この蓋を開けるまで純粋な

「ザクセン・スタイル」にデコレーション

されたキャリバーⅤの美しい秘密を覆っています。
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「コンラート」モデル

バリエーション IV

18Kホワイトゴールドケース

カテドラル型のピンクゴールド針

バリエーション VI

18Kホワイトゴールドケース

スペード型ブルースチール針

バリエーション V

18Kホワイトゴールドケース

ルイXV世ピンクゴールド針

バリエーションⅢ

18Kピンクゴールドケース

スペード型のピンクゴールド針

バリエーション II

18Kピンクゴールドケース 

ルイXV世ブルースチール針

バリエーションI

18Kピンクゴールドケース

カテドラル型のブルースチール針

すべての時計はモデルごとに一つだけの通し番号が与えられ、それは文字盤とムーブメントに記されます。

これはラング＆ハイネの時計は一つ一つが唯一の芸術作品であることの証明です。

– その他のバリエーションも可能 –

ブラック ブルー ブラウン

アリゲーターストラップ（内側はシャークスキン）の色揃え | 42ページ参照

ゴールド製の折りたたみバックルもオプションでご注文いただけます | 58ページ参照
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「コンラート」モデル

「コンラート」モデル――

1945年2月13日、ドレスデン

の大空襲により破壊された数学・

物理サロン所有の至宝を背景に

コーブルクで1565年前後に

ヴァレリウスにより作成され、

空襲で溶解したプトレマイオス天球体
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騎士道と宮廷文化の最盛期、ザクセンのヴェッテ

ィン家の権力の拡大期、それがハインリヒⅢ世に

よって統治された時代背景でした。彼には深い

自覚と気骨があり、同時に高潔であったため、

「illustre（イリュストル：輝き）」と呼ばれる

ようになりました。大きなお祭りと馬上試合を数

多く開催し、そして自らミンネ文学（騎士の奉仕

的恋愛文学）を編纂するなどハインリヒは、文化

の自負と美の時間という時代を証明しました。

「ハインリヒ」モデル

貴顕伯ハインリヒⅢ世

貴顕伯ハインリヒⅢ世  

マイセン辺境伯、  

テューリンゲン方伯

18Kのストラップバックル

 1215/1216年マイセン生、

 1288年ドレスデン没

「ハインリヒ」モデル 

18Kのピンクゴールドケース、  

ブルースチール製のカテドラル針
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「ハインリヒ」モデル

私たちのモデル「ハインリヒ」は、内側に輝き放つ価値を秘

めながら、外への表情はシンプルで慎み深く仕上げました。

繊細なローマ数字は、シルバー無垢のつや消しの文字盤に刻

まれ、日付とパワーリザーブ表示は円形に配置しています。

お客様のご希望によりサファイヤケースバックかハンターケ

ースかをお選びいただけます（要お見積り）。さらに「ハイ

ンリヒ」は、耳を澄ましていただくと音さえもお楽しみいた

だけます。レモントーアと呼ばれる動力制御機構が組み込ま

れた「キャリバーⅤ」では、5回のビート音と秒針が進む音

が1秒ごとに美しい音色を奏でます。

貴顕伯ハインリヒⅢ世

 

「ハインリヒ」モデル 

18Kホワイトゴールドケース

カテドラル型のブルースチール針

 

バリエーション： 

ホワイト、ピンクゴールド、あるいはプラチナのケース

スペード型、あるいはカテドラル型の

ゴールドかブルースチール製の針

ゴールド、プラチナ製の折りたたみバックルもオプシ

ョンでご注文いただけます | 58ページ参照

 
キャリバー 手巻きキャリバーⅤ、秒針停止装置、動力制御機構、パワーリザーブ表示、33時間パワーリザーブ（動力制御機構稼働時）

  

 
ケース

 
18Kホワイトゴールドケース、直径40mm、両面サファイアクリスタル、ハンターケース裏蓋、 

  アリゲーターストラップにゴールドバックル  

 文字盤
 
シルバー無垢の文字盤にローマ数字、ブルースチール製のカテドラル針
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Caliber VI

Friedrich II.
「フリードリヒⅡ世」モデル 

Friedrich III.
「フリードリヒⅢ世」モデル

キャリバーⅥ―ムーブメント



キャリバーⅥ　ムーブメント

「原点回帰」――これがラング＆ハイネの工房から5番目に発展

されたキャリバーのコンセプトです。三針を持つシンプルな時計

を、考えられるかぎりの技巧で洗練化し、できるかぎりの部品を

手作業によって自作する。

そうしてキャリバーⅥは、キャリバーⅤのフォルム形状トリゴナ

ル・ブリッジの発展形として誕生しました。確かな動作と重要な

機能だけを持つ洗練された時計、それは他の時計とは間違いよう

のないラング＆ハイネのスタイルです。

錫（すず）研磨による最高の表面仕上げがなされたラチェット部分

純金製のムスターシュアンクル：

カウンターウェイトによって

アンクル本体の重心が取られ、

一定のトルクがテンプに

伝達されることを実現している。
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キャリバーⅥ　ムーブメント

*  耐衝撃性のチラネジ付きテンプ

*  ブレゲ式ヒゲゼンマイ

*  スワンネック型緩急針

*  秒針停止機構

*  サンバースト仕上げの歯車

*  18金ピンクゴールド製の歯車

* ムスターシュアンクル

  

 
直径

 
14 ½ライン (33,0 mm)

 
振動数

 
18.000 振動／時

 パワーリザーブ
 

48 時間 

 石数 ルビー19石＋ダイヤモンド1石

Caliber VI
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「フリードリヒⅡ世」／「フリードリヒⅢ世」モデル

深刻伯フリードリヒⅡ世の息子として彼は、1349年、父の領土

であったマイセンとチューリンゲンの土地を彼の弟とともに受

け継ぎました。フリードリヒⅢ世の統治の期間に、国の体制は

強固になります。彼はヴェッティン家の領土の拡張にひたむき

に努め、内部の行政組織の確立と発展を一貫して推進しまし

た。

厳格伯フリードリヒⅢ世

テューリンゲン方伯、マイセン辺境伯 
1332年12月14日ドレスデン生まれ、1381年5月21日アルテンブルク没

フリードリヒⅠ世（噛み付かれた伯）の息子としてフリードリ

ヒⅡ世は、13歳にして相続を受けます。長年にわたる戦いと数

多くの災難にもかかわらず、彼は経済とザクセンの政治的な権

力を強化します。29歳でフリードリヒは騎士の称号を与えられ

ます。彼は騎士道のモラルの崩壊という時代を批判し、自ら地

に足のついた、正義の人生を送ります。

深刻伯フリードリヒⅡ世 
マイセン辺境伯、 テューリンゲン方伯

1310年11月30日ゴータ生まれ、1349年11月18日ヴァルトブルク没

 

深刻伯フリードリヒⅡ世、 厳格伯フリードリヒⅢ世
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「フリードリヒⅡ世」／「フリードリヒⅢ世」モデル

原点に回帰し、必要なものだけをシンプルにするという目標で、

私たちの「フリードリヒⅡ世」モデルのデザインが形作られまし

た。アール・デコ調の数字が同心円上に描かれた三枚のディスク

で構成される文字盤とより大きな秒針によって、フリードリヒⅡ

世の新しいスタイルは確立しています。ラング＆ハイネでははじ

めてとなるステンレス製も選択できる、これまでより薄いケース

も、このモデルに新しいアクセントを与えています。

「フリードリヒⅡ世」「フリードリヒⅢ世」のどちらのモデルで

も、ステンレス製のケースとともに、通常の尾錠か折りたたみバ

ックルをお選びいただけます。

 
キャリバー 手巻きキャリバーⅥ、秒針停止装置、48時間のパワーリザーブ

 
ケース

 
ステンレス製、直径40mm、両面サファイアクリスタル、アリゲーターストラップ

 文字盤
 
3枚のエナメルディスクで構成された文字盤にアラビア数字、スペード型のブルースチール針
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すべての時計はモデルごとに一つだけの通し番号が与えられ、それは文字盤とムーブメントに記されます。

これはラング＆ハイネの時計は一つ一つが唯一の芸術作品であることの証明です。

フリードリヒⅡ世

フリードリヒⅢ世

「フリードリヒⅡ世」／「フリードリヒⅢ世」モデル

バリエーションⅣ

ステンレス製のケース

カテドラル型のスチール針

バリエーションⅥ

18Kホワイトゴールドケース

カテドラル型のピンクゴールド針

バリエーションⅤ

18Kピンクゴールドケース

カテドラル型のピンクゴールド針

バリエーションⅢ

18Kホワイトゴールドケース

スペード型のピンクゴールド針

バリエーションⅡ

18Kピンクゴールドケース

スペード型のピンクゴールド針

バリエーションⅠ

ステンレス製のケース

スペード型のブルースチール針

– ゴールド製の折りたたみバックルも、オプションでお選びいただけます –
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モデル「フリードリヒⅢ世」――ドレスデン荒地の灌木を背景に

「フリードリヒⅡ世」／「フリードリヒⅢ世」モデル
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マイスターによるエングレーヴィング

あなたの希望を特別に叶えます

マイスターによるエングレーヴィング
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エングレービング・プレート 

例：記念日「71年10月07日」を 

エングレービング

エングレービング・プレート 

例：ユーゲント様式でのエング 

レービング・プレート「M＆K」

テンプ台座

アラベクス模様のテンプ台座

マイスターによるエングレーヴィング

ラング＆ハイネの特徴は、エングレーバーによる価

値ある手彫りが時計の部品、針、ケースに施されてい

るところです。精密性と幾何学的な計算という2つの

コンビネーションは、調和した輪郭線と光の反射作

用とを共生させ、芸術品としての時計を完成へと導き

ます。

私たちのマイスター彫刻師マティアス・ケーラーは、

優れた手法とセンスで、皆さまの望むモチーフをグ

ラフィックデザインに昇華し、エングレービングを施

し、この世に一つだけのラング＆ハイネの時計として

お客様に提供します。

マイスター彫刻師マティアス・ケーラーは作業に集中する

エングレービングの例Ⅱ

コンラートのポートレート

をエングレービング

エングレービングの例Ⅲ 

ヴェッティン家の紋章を

エングレービング

エングレービングの例Ⅰ

イニシャル「ML」をエングレービング
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アレクサンダー・クラーが仕事机で



唯一の逸品
ウオッチ・リペア／スペシャルオーダー

アレクサンダー・クラーが仕事机で



ウオッチ・リペア／スペシャルオーダー

特別注文受注

永久カレンダーとムーンフェイズを併せ持つ精密振り子時計

自由落下重力作動、3ヶ月のパワーリザーブ
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ラング＆ハイネの時計師たちにとっての最大の挑戦とは、独自のアイデアを

創造し、それを実現することです。しかし時には時計愛好家の方々が、時計

に対して、またはムーブメントに対して特別なアイデアを膨らませ、世界に一

つだけしかない形で、つまり特注でラング＆ハイネに実現化を依頼する場

合があります。この場合、時計愛好家と時計師は共同作業を通じてそのアイ

デアを飛躍させ、実現化へと導き、その時計の将来の持ち主に格別な喜び

をもたらす唯一の芸術作品を誕生させます。

アンティーク時計製作に関する広範囲な知識だけでなく、ラング＆ハイネ

には一連の製作における最新鋭の技術とノウハウも集積されています。

コンピューター支援による構造の設計、最新の1000分の1ミリ精度まで管

理できるCNC技術、またそれに対応する測定、操作技術がアイデアをプロ

トタイプへと、そして最後には完璧な唯一の時計へと成熟度を増して仕上

がって行くのです。

私たちだけでは不可能なことが、多くの時計愛好家の方 を々パートナーと

して、共同作業によって可能にしてゆくことが私たちにとってなによりの楽

しみです。

ウオッチ・リペア／スペシャルオーダー

スペシャルオーダー

1994年から製作：共振振り

子による秒振り子時計

マンモスの牙のプレートとブリッジによ

って製造されたキャリバーⅠ

ドレスデンの芸術時計コレク

ションという歴史的な模範と 

ロシア人の血を引く時計収集

家アレクサンダー・バーベル

との共同作業によって、「キ

ャリバーＩ」の地板部分をす

べてマンモスの象牙に置き換

える、という格別なアイデア

が生まれました。私たちの時

計師は、粘り強く思考を積み

重ね、そのマテリアルが、エ

レガントな基調と同時に、ラ

ング＆ハイネの精密時計の要

求に耐えうることができるの

か研究に勤しみ、完成にこぎ

つけました。象牙の繊細な構

造とクリームホワイトのエレ

ガントな色調は、丁寧に研磨

された金属パーツと完璧に調

和し、見る者を魅了します。

もちろん、このアイデアによ

って象が殺されて良いはずがないと考えた私たちは、この時計の製

作本数を２５本限定とし、ロシアの永久凍土の中で１万年以上もの

長い年月を過ごしたマンモスの牙を使用することにしました。
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ウオッチ・リペア

過去と現在における時計芸術家の数 を々前にラング＆ハイネは感嘆し、

そして大いなる敬意を表しています。それらの時計は当時の単純な装備

と技術においてさえ、しかしながら大いなる熱意と職業魂、そして発明

への飽くなき探究心と機械技術に関する専門知識を糧に、マイスターに

よる芸術作品は生み出され、そしてこれから先も生み出されようとしてい

ます。

そうした芸術作品の数 を々守り、次の世代へと引き継いでゆくことは私た

ちにとって当然の義務であり、大きな喜びでもあります。

私たちはそれゆえ修復や復元に対して大きな価値を見出しており、その

芸術作品の製作者とその時代を理解し、できる限り同じ手法で作業を行

ってゆくことを理念としています。その芸術作品の所有者との共同作業に

よって成果ある調査と現状の評価分析が行われ、このようなプロジェクト

は共同で責任を共有しながら実施されてゆきます。

ラング＆ハイネには、現在ではすでに失われてしまったほとんどすべての

機械部品の再現を行う知識と技術があります。

大時計から小さな時計に至るまで、最も複雑な機械技術においてさえも

私たちは最高の意欲と探究心を持って挑みます。

ウオッチ・リペア／スペシャルオーダー

ヨルク・コシュニックによる旋盤作業

マルコ・ラングは、歴史的な

アンティーク時計にも個人

の情熱を捧げています

テンプ回転軸の加工
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