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親愛なる皆様、
高品質な時計を愛する皆様、
大切な友人の皆様

「完璧に優れた職人技が美しさを欠くことはない
ように、職人の技、手の仕事がなければ、美しい芸
術作品は生まれえない」。画家であり作家でもあ
るヴィルヘルム・フォン・キューゲルゲンが1842年
に発表した「芸術に関する3つの講義」での言葉
は、ラング＆ハイネ社の哲学を見事にとらえていま
す。時計製作技術における最高のクラフトマンシ
ップは、時代を超えて気品や美と解け合います。

会社創立から20年の歳月が流れた現在、新しいカ
タログは、高級機械式時計すなわち完成されたタ
イムピースへの道を示し、ラング＆ハイネの時計が
アイデアや創造力から始まり、技術や経験、ディテ
ールへのこだわりに基づいて製作される過程につ
いて、読者をエキサイティングで情報豊かな旅へと
いざないます。当社の熱意、知識、技術、そして勇
気を感じ、高い完成度を追及し続ける類いまれな
姿勢をご覧ください。熟練の時計職人とそれぞれ
の分野で卓越した才能を持つ人々が、技術的に実
現できることを確実に判断し、最高の精度で作業
を行い、時計の芸術作品を生み出しています。

高い品質基準を目指し、時計を計測器と考えた
時に参考にしたのは、18世紀に活躍し、世界的に
有名だったザクセンの宮廷時計師たちの功績と
彼らが残した唯一無二の作品です。*  ラング＆ハイ
ネは、ザクセンの宮廷時計師たちの原点を探り、そ
の伝統から発せられる力に突き動かされて、素晴
らしい傑作を新しく解釈しています。

そうすることで、モデルとして800年におよぶザク
センの歴史に登場するヴェッティン家の王の名前
を残すだけでなく、最高レベルの時計、自社製作
率が高く、素晴らしい仕上げがほどこされ、多様
にパーソナライゼーションできる時計をザクセン
で作る姿勢を伝えます。

かつての名工の職人技と20年の経験、そして現代
で受ける印象が、チームのトップパフォーマーたち
にインスピレーションを与え、ザクセン生まれのシ
リーズの中でも最も若く、大胆かつ将来を嘱望さ
れる子孫とも言うべき「ヘクトールHektor」が誕生
しました。

今後もどうぞご期待ください。

アレクサンダー・グティエレス・ディアス
CEO

* ヨハン・ゴットフリート・ケーラー、ザクセンの精密クロノメーター（1745～1800年）、ヨハン・ハインリッヒ・ザイフェルト、懐中クロノメーター（1751～1818年）、	
	 ヨハン・フリードリッヒ・シューマン（1758～1817年）、ヨハン・クリスチャン・フリードリッヒ・グートケース（1785～1845年）、グラスヒュッテに時計工房		
	 A.	Lange	Dresdenを設立（1845年）したフェルディナント・アドルフ・ランゲ（1815～1875年）の義理の父

マニュファクチュール			ドレスデン・ラング＆ハイネ

アレクサンダー・グティエレス・ディアス、	
マネージングディレクター

ラング＆ハ イネ ラング＆ハ イネ

エディトリアル

EDITORIAL
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マーケット

ラング＆ハイネの時計は、あらゆる点での比較をクリアし、
貴重な計時機器に求められる最高の期待に応えています。

よく知るお客様は、私たちの創造物とそれに伴う顧客サービ
スを高く評価してくれます。ドイツ、ヨーロッパ、そして世界の
主要都市の中心部にある宝飾品や時計の専門店は当社のパ
ートナーであり、適切なアドバイスを受けることができます。

また、現場と最新のデジタルコミュニケーションの双方を駆
使し、時計に詳しいお客様と直接触れ合うことができます。

私たちは、違いに関する質問に対し、事実に基づいた納得の
いく回答をすることを大切にしています。人生の他の部分と
同じように、人は製品の背後にある語られるべきストーリー
を知りたいのです。

ラング＆ハイネの	
専門販売店

ラング＆ハ イネ

MARKETS

ラング＆ハ イネ



1110

コレクション

ラング＆ハイネの製品を購入したり贈呈することは、ドレスデ
ンの宮廷時計師へのオマージュでもあると私たちは考えま
す。このような時計によって、オーナーには常に力強い存在感
が生まれます。時計は、考え抜かれたコンセプト、時計技術の
精度、そして卓越したデザインを体現するものです。すなわち、
私たちのマニュファクチュールで生まれる時計は、身に着ける
人への賛辞といえるでしょう。

コレ クションコレ クション

COLLECTION
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ゲオルクは、明確な輪郭、ライン、エッジが印象的です。ダイヤル、
数字、針、大きな秒針が溶け合い、時計技術における美学のシン
フォニーを奏でています。サファイヤクリスタルのケースバックから
は、洗練されたムーブメントの構造を見ることができます。精巧に
仕上げられた部品と可能な限りシンプルな構造のムーブメントが、
機械式時計の機能を見事に表現しています。

人間工学に基づいて湾曲したケースの形

サファイヤクリスタルのケースバックを通して見えるキャリバーVIIIのムーブメント

表示	
時・分表示	
大きなオフセンターセコンド	Ø	14.5	mm

ダイヤル		
レクタンギュラー型ツーピースのホワイト・グ
ランフー・エナメルまたはブラック・ガルバニ
ック加工をほどこしたシルバー無垢製、アー
ルデコ調の数字にブルーまたはレッドのアク
セント、ランセット型針

ケース	
ラグなしの寸法　40×32mm、厚さ9.4mm	
サファイヤクリスタル＆サファイヤシースル
ーバック	
両面反射防止加工	
耐水性3気圧

ムーブメント	
キャリバーVIII、手巻き式（P.45参照）

ストラップ	
アリゲーターレザー（裏地シャークスキン）	
ピンバックルまたはフォールディングバックル

ゲオルク

モデル「ゲオルク」の	
詳細はこちら

ゲ オル ク  ·  コレ クション

GEORG



1514

プラチナ
ポリッシュ仕上げのスチール製
ランセット針
ブラック・ガルバニック加工	
シルバーダイヤル

18Kローズゴールド	
ローズゴールド製ランセット型針
ブラック・ガルバニック加工	
シルバーダイヤル

コレ クション  ·  ゲ オル ク

プラチナ、丸い分目盛り、ポリッシュ仕上げスチール製カテドラル型針

18Kローズゴールド	
ブルーに焼き戻したランセット型針
ホワイト・エナメルダイヤル

18K	ホワイトゴールド
ローズゴールド製ランセット型針
ホワイト・エナメルダイヤル

18Kローズゴールド、ホワイト・エナメルダイヤル、ローズゴールド製ランセット型針

ゲ オル ク  ·  コレ クション
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大きなフライング・ミニッツ・	
トゥールビヨン	Ø	11.1	mm

アントン

ラング＆ハイネの時計は、そのクリアな外観が特徴です。長方形のケ
ースによって大きな秒針の開口部を備え、エナメルダイヤルから繊細
なキャリッジをご覧いただけるようになっています。もともとトゥール
ビヨンは、秒単位の正確な時刻を確実に把握するため、きわめて品質
の高い携帯時計に適したものでした。グラスヒュッテのザクセン時計
学校では、20世紀前半にこの機構をさらに発展させ、キャリッジを片
側に格納しました。それ以来、腕時計に搭載されたトゥールビヨンは、
卓越したクラフトマンシップの象徴とみなされています。 モデル「アントン」の	

情報はこちら

プラチナ
ブルーに焼き戻した	
スチール製ランセット型針

表示	
時・分表示	
リラ（竪琴）型の秒表示

ダイヤル 	
レクタンギュラー型ツーピースのホワイト・	
グランフー・エナメルダイヤル、ブルーのアク
セントのあるアールデコ調の数字、	
ランセット型針

ケース	
ラグなしの寸法		
40×32mm、厚さ9.4mm	
サファイヤガラス、	
サファイヤシースルーバック	
両面反射防止加工	
耐水性3気圧

機能	
フライング・トゥールビヨン	
ムーブメント	
キャリバーIX、手巻き式（P.45参照）

ストラップ	
アリゲーターレザー（裏地シャークスキン）	
ピンバックルまたは	
フォールディングバックル

2石のダイヤモンドを配したキャリバーIX

ANTON
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ラング＆ハイネの時計は、完璧な
クラフトマンシップと目的に応じ
た素材使いが印象的です。キャリ	
バーと時計はその形状と美しさに
おいて、時代を超えた気品を放っ
ています。
緻密にコーディネートされた異なる
素材や表面によって、目の離せない
魔法が生み出されます。

素材

ラング＆ハイネの 
クラフトマンシップ

設計

限られたスペースに多くの部品を具合よく配置し、
できる限りスムーズな相互作用を引き出すことは、
技術的に実現可能な限界に挑戦することに他なり
ません。そのため、新しいラング＆ハイネには、有
能な専門エンジニア、資格を持った技術者、そして
経験豊富な名工が必要です。彼らは開発・設計プ

時計の創造

設計＆デザイン

アイデアスケッチ　グラスヒュッテの塔時計へのオマージュ スケッチを3Dモデルに落とし込む

チームによる統一したプロセスで実装と時計デザインを考案する

昔から、歴史的な時計と現代の時計における興味	
深い打開策の発見、お客様の要望（利点や機能)､	
専門的な能力、そしてブランドの特徴を考慮した
完璧な時計に対する個々の考え方が、時計職人
の創造的なプロセスを引き起こしてきました。

チームでは、このようなクリエイティブな人材が
働いており、彼らには新しいアイデアを追求する
機会が提供されています。私たちはその活動を
サポートします。時計ができるまでの過程をぜひ
ご覧ください。最初はスケッチや下描き、手書き
の絵から始まります。

ロセスを緻密かつ全体で考え、一貫してそれを実
行します。ゲオルクのケースの形状には、特別なキ
ャリバーが登場します。詳細な3Dモデル（1:1）から、
材料仕様、寸法、公差を記載した個々の部品やモジ
ュールの製作図面を作成します。
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ラング＆ハイネの時計は、伝統的なクラフ
トマンシップと現代のCNC機械技術が織り
なす緊張感の中で生まれてきます。この機
械によって、製作工程で最高の精度を達成
し、サードパーティーのサプライヤーから独
立することができました。そして、フレキシ
ブルに社内で課題を克服し、最高の時計
作りの精神に基づいて、仕上げと組み立て
において最適であるように未加工部品を
作ることができます。

機械技術

未加工部品
時計のマニュファクチュールでは、プログラムさ
れた機械加工や徹底した職人技により、さまざ
まな未加工部品が製作されています。その形状、
サイズ、幾何学は、最終的な研磨に至るまでの
いくつもの処理段階のために、寸法公差を計算

ラング＆ハイネ社製ムーブメントの自社
製品比率は97％です。高い品質を誇り、
世界に名だたる時計ブランドの中でも、
私たちのマニュファクチュールは最高値
に到達しています。未加工ヒゲゼンマイ
や石などの特殊な部品は、一流サプライ
ヤーから購入しています。

自社製品比率

未加工部品と完成部品の寸法精度はつねに管理
されています。多くの場合、最新の測定器やビデオ
CAD装置を使って光学的に確認します。しかしこ
こでも、テストマンドレルを使ったきわめて精密な
穿孔のチェックや、測定プローブを使った作業は、
手によるものです。細部にまでこだわった品質は、
ラング＆ハイネのマニュファクチュールのクラフト
マンシップに凝縮されています。

品質管理

フライス加工	
したプレート

クラフトマンシップ　第2部 	32ページ    

して設計されます。この時点で、最小のカナ、6
本のスポークの輪列、プレート、ケースの精度が
決まります。しかし時計はこれだけで傑作にな
るわけではありません。
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表示 	
時・分表示	
大きなオフセンターセコンド

ダイヤル 	 	
スリーピースのコーティングダイヤル	
同心円状のアールデコ調の数字	
スペード型針またはカテドラル型針

ケース	
ラグなしの寸法		
直径39.2mm、厚さ10.5mm。	
サファイヤクリスタル＆サファイヤシー	
スルーバック	
両面反射防止加工	
耐水性3気圧

ムーブメント	
キャリバーVI、手巻き式（P.44参照）

ストラップ	
アリゲーターレザー（裏地シャークスキン）	
ピンバックルまたはフォールディングバックル

18K	ホワイトゴールド
ローズゴールド製カテドラル型針

18Kローズゴールド
ローズゴールド製スペード型針

本質に迫る３針の時計。フリードリッヒII世は、シンプルな気品に満ち
たモデルです。3層構造のダイヤルは、明るいホワイトでコーティング
し、エッジにはダイヤモンド加工とロジウム加工をほどこしました。
同心円状に配置されたアールデコ調の数字と、オフセンターに配置
された大きなセコンドによって、フリードリッヒII世は斬新な印象を生
み出しています。キャリバーを前面に配置することで、特に大きく圧
倒的な存在感のあるダイヤルが実現しました。

モデル「フリードリッヒII世」の	
詳細はこちら

フリードリッヒII世

フリードリッヒI I 世  ·  コレ クション

ムーブメントを見せる三角の輪列ブリッジ

FRIEDRICH II
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18Kホワイトゴールド
ローズゴールド製	
カテドラル型針
マット加工シルバーダイヤル

表示	
時・分表示	
オフセンターに配置された大きなスモールセコ
ンド

ダイヤル		
明るいマット加工またはブラック・ガルバニック加
工シルバー無垢製、ローマ数字、カテドラル型針
または2つ目の光沢のある面取りをほどこしたス
リーピースのブラックまたはブルーのダイヤル

ケース	
ラグなしの寸法		
直径39.2mm、厚さ10.5mm	
サファイヤクリスタル＆サファイヤシースルーバ
ック	
両面反射防止加工	
耐水性3気圧

ムーブメント	
キャリバーVI、手巻き式（P.44参照）

ストラップ	
アリゲーターレザー（裏地シャークスキン）	
ピンバックルまたはフォールディングバックル

プラチナ
ブルーに焼き戻した	
スチール製カテドラル型針
マット加工シルバーダイヤル

フリードリッヒIII世

モデル「フリードリッヒIII世」の	
詳細はこちら

フリードリッヒIII世は、控えめでありながら時代を超越した気品を
漂わせます。この多様で興味深いモデルでは、数字と針が一つの
ユニットとして調和しています。織りなされる絶妙なバランスは､	
オフセンターのセコンドにも受け継がれています。三角のブリッジ
は、美しく完成した輪列をできる限り隠さない形状になっていま
す。同時に、輪列機構の間隔を正確に確保し、動力を最適に伝達
するために役立ちます。フリードリッヒIII世には、様々なダイヤルを
ご用意しています。

FRIEDRICH III
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ステンレススチール
パイク型針（HyCeram）
ブルーシルバーダイヤル

ステンレススチール
パイク型針（HyCeram）
ブラック・ガルバニック加工	
シルバーダイヤル

18Kローズゴールド
ローズゴールド製	
カテドラル型針	
ブラック・ガルバニック加工
シルバーダイヤル

ステンレススチール
ポリッシュ仕上げのスチール製
カテドラル型針	
ブラック・ガルバニック加工シ
ルバーダイヤル

ステンレススチール、ローズゴールド製カテドラル型針、ブラック・ガルバニック加工シルバーダイヤル ステンレススチール、パイク型針（HyCeram）、ブルーシルバーダイヤル



2 9フリードリッヒ・アウグ スト1世  ·  コレ クション

プラチナ
ブルーに焼き戻した	
スチール製ルイ15世型針

ラング＆ハイネの時計は、ケース、針、ダイヤルのデザインによって
特徴づけられています。フリードリッヒ・アウグスト1世はそれを印
象的に見せてくれます。遊び心のある装飾的なルイ15世型針と、モ
ダンなスペード型針のバリエーションが、この時計の時代背景を彷
彿とさせます。裏面には、シルバーグレイン仕上げのクラシックな4
分の3プレート、ゴールドのシャトンに据えたルビー、炎でブルーに焼
き戻したネジが、目に見える表面を支配しています。

18Kローズゴールド
ローズゴールド製スペード型針

表示	
時・分表示	
オフセンターセコンド

ダイヤル		
スリーピースのホワイト・グランフー・	
エナメルダイヤル	
アラビア数字、赤い分目盛り	
ルイ15世型針またはスペード型針

ケース	
ラグなしの寸法	
直径43.5mm、厚さ10.5mm	
サファイヤクリスタル＆サファイヤシー	
スルーバック	
両面反射防止加工	
耐水性3気圧

ムーブメント	
キャリバーI、手巻き式（P.42参照）

ストラップ	
アリゲーターレザー（裏地シャークスキン）	
ピンバックルまたはフォールディングバックル

フリードリッヒ・アウグスト1世

		モデル	
「フリードリッヒ・アウグスト1世」の	
			詳細はこちら

時計には一つ一つハンドエンドグレービングがほどこされています。

FRIEDRICH AUGUST I
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モデル「ヨハン」は、名前の由来となった人物と同じく、不可欠なも
のだけに焦点を当て、時代にとらわれない気品を放っています。ダ
イヤルは、ホワイトのグランフー・エナメルまたはブラック・ガルバ
ニック加工をほどこしたシルバーで、その上にはシンプルなスペー
ド型針またはカテドラル型針が輝いています。
ムーブメントも同様に時代を超えて、クラシックなザクセンの懐中時
計をモデルに、当時の典型的な要素をすべて備えています。

表示	
時・分表示	
オフセンターセコンド

ダイヤル		
ツーピースのホワイト・グランフー・エナメルダイ
ヤルまたはブラック・ガルバニック加工	
のシルバー無垢製ダイヤル	
ローマ数字、スペード型針またはカテドラル型針

ケース	
ラグなしの寸法	
直径43.5mm、厚さ10.5mm	
サファイヤクリスタル＆サファイヤクリスタル	
シースルーバック	
両面反射防止加工	
耐水性3気圧

ムーブメント	
キャリバーI、手巻き式（P.42参照）

ストラップ	
アリゲーターレザー（裏地シャークスキン）	
ピンバックルまたはフォールディングバックル

ヨハン

モデル「ヨハン」の	
詳細はこちら

18Kローズゴールド
ローズゴールド製カテドラル型針
ブラック・ガルバニック加工	
シルバーダイヤル

18K	ホワイトゴールド
ブルーに焼き戻したスチール	
製スペード型針	
ホワイトエナメルダイヤル

ザクセンの懐中時計をモデルにしたキャリバーI

JOHANN
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ラング＆ハイネの 
クラフトマンシップ

手仕上げ

高い品質の洗練された部品は、時計のシースルーバックを通してその全体を見ることができます。部品はラ
ング＆ハイネの古式ゆかしい工芸技法における最大の課題であり、私たちが理解する「精密さ」や「完璧さ」
を表しています。

再発見され、改良が加えられたこの技法の伝統
は、18世紀から19世紀にさかのぼります。シルバ
ーコーティングの前にサンドブラストで表面を荒

擦り込み式シルバーコーティング

輪列機構にある面取り部は目に見えるものも見え
ないものもすべて手作業で再度磨きをかけていま
す。均等に圧力をかけて磨くことで、隅々まで上質
な輝きを放ち、ゴールド仕上げの輪列にとって完
璧なフレームができあがります。

エッジの面取り 

手作業でしかできない擦り込み式シルバーコーティング

  クラフトマンシップ　第1部　18ページ

ゲオルクとアントンの印象的なスチール製受けは、
精巧に研磨され、面取りがほどこされます。まず、
受石の周囲にある半球状のくぼみを、回転する木
材を使って研磨します。その前に、受けの底部をブ
ラストして、シルクに似たマットな光沢を出します。
繊細な外周の面取りが特別なコントラストを生み出
しています。その後、特製の工具を使って、凸面を高
い精度で磨き上げます。

クラウニングとポリッシュ
スペード型、ランセット型、カテドラル型から複雑
な手彫りのルイ15世針まで、すべてに共通してい
るのは、研削と研磨からなる広範な仕上げです。
針の側面には、ダイヤモンドのスタイラスを用いて
外周研磨がほどこされています。針の下側を研磨
板の上で曳いて、美しいストライプ模様をほどこし
ます。最初は平らだった針の上面を、硬いセラミッ
ク製の砥石で面取りし、研削箔で滑らかにします。
個々のステップの移行が正確であることが重要で
す。完成した針には、柔らかいバフと研磨ペースト
で磨きをかけて、輝きを与えます。

スチール製受け
未加工と加工後

ランセット型針
未加工と加工後

ブロックを仕上げる特製カーブホルダー

らします。シルバーパウダーを混ぜたものを天然
毛のブラシでプレートとブリッジに塗布すること
で、レザーによく似た典型的な構造が生まれます。

ポリッシングペーパーと砥石による針表面の盛り上がった丸み

製作工程はウェブサイトで詳しくご案内しています。
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科学の法則が、昔からの伝統と熟練した時計職人の経験と出会うとき、それは常に芸術となるのです。例
えば、エナメルやブルーの焼き戻し、伝統的なザクセン・サンバースト模様などは、素材に関する正確な知
識、完璧なタイミング、熟練の手、そして鍛えられた目を必要とします。

バリ取りおよび焼成後のフライス加工をしたゴールドプレート

ガラスクリスタルを手作業でくぼみに入れる

手作業でブルーに焼き戻した針やネジは、黄金
色の表面と見事なコントラストを生み出します。
忍耐力ときわめて慎重な手さばきが求められる
作業です。

最適なブルーイングには、技巧とネジの準備が完全
であることが前提となります。均一に加熱された部
品は、様々な温度による色合いを経て、目指す色合
い、いわゆるコーンフラワーブルーに変化します。	

ブルーイングの芸術

手作業でブルーに焼き戻したムーブメントのネジ

よく見ると、微妙な色のニュアンスがラング＆ハイ
ネの時計の個性を際立たせ、機械的に時を刻む
ムーブメントのシンフォニーに彩を添えています。

サンバースト仕上げ
惑星系の中心となる星の輝きは、ザクセンの腕時
計によく見られる高度に洗練された表面仕上げ
を象徴しています。巻き上げ機構が注目を浴びる
よう、丸穴車と角穴車には、繊細で光沢のあるサ
ンバースト仕上げがほどこされます。その前に、
特別な自社技術を使って、歯を精巧に面取りして
います。

シングルのサンバースト仕上げをほどこした丸穴車

エナメル
炎とガラスの芸術には、職人の技だけでなく、豊
富な経験とある種のリスクを冒す意欲が必要で
す。エナメルは何千年も前に作られた工芸技術で、
時計業界では17世紀に最盛期を迎えました。私
たちのマニュファクチュールは、関連する専門知
識を習得し、必要な製作設備と経験を備えてい
ます。

ダイヤルでは、きわめて慎重に顕微鏡と細いブラ
シを用いて微細なガラス片を正確にくぼみに入
れ、乾燥させてから窯でエナメルを焼きます。こ
れを3～4回繰り返します。最後に面は完全に充填
され、濡らした状態で細かく研磨します。このよう
にしてできた平らな面をさらに磨き上げて光沢を
出したり、最終的に滑らかに焼成したりすること
で、エナメルの完璧なきらめきを実現しています。

エナメルを窯で焼く

クラフトマンシップ　第3部  4 6 ページ    
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18K	ホワイトゴールド
ローズゴールド製スペード型針
ブラック・ガルバニック加工	
シルバーダイヤル

18Kローズゴールド
ブルーに焼き戻した	
スチール製スペード型針
ホワイト・エナメルダイヤル

正確な計時のために時間をかける：
精緻なクロノグラフの時間表示はサブダイヤルによって妨げられるこ
とはありません。最高の技術が、精巧な仕上げられた部品とクロノ
グラフ機能をリューズに統合したクロノプッシャーによるラング＆ハ
イネらしいケースラインと結びついています。シースルーバックを覗
くと、コラムホイール式クロノグラフのレバーとバネによる息をのむ
ほどに完成された美しい動作をあますことなくご覧いただけます。 モデル「アルベルト」の	

詳細はこちら

アル ベ ルト  ·  コレ クション

表示	
時・分表示、オフセンターセコンド、	
センターからの秒針・分針を備えたクロノグラフ	

ダイヤル	
ツーピースのグランフー・エナメルまたはブラック	
・ガルバニック加工のシルバー無垢製、	
ローマ数字とブルーまたはホワイトの分目盛り

ケース	
ラグなしの寸法		
直径44mm、厚さ12.5mm	
プッシャーを統合したリューズ	
サファイヤガラス＆サファイヤシースルーバック	
両面反射防止加工	
耐水性3気圧

機能	
クロノグラフ

ムーブメント	
キャリバーIV、手巻き式（P.43参照）

ストラップ	
アリゲーターレザー（裏地シャークスキン）	
ピンバックルまたはフォールディングバックル

アルベルト

ALBERT
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ファインブラスト加工をほどこしたシルバーのダイヤルは、クラシ
カルなシンメトリー構造で、フルカレンダー表示や興味深い付加機
能を備えています。ムーンフェイズはスモールセコンドに表示され、
その対面の12時位置では、太陽に対する地球の傾き（偏角）がディ
スクで表示されています。地球と月のディスクでは、フライス加工を
したゴールドにシャンルベ技法で色鮮やかなエナメルをほどこして
います。曜日表示の窓がある日付のダイヤルは3時位置に、一方の
月は9時位置に対称的に配置されています。このモデルは、中央付
近に配された、ポリッシュ仕上げのゴールドシャトンのデイ・ナイト
表示によって完成されています。

モデル「モーリッツ」の	
詳細情報はこちら

ヨーロッパ
アフリカ

アジア
オーストラリア

北・南アメリカ

偏角表示：3種のエナメル製地球ディスク

18Kホワイトゴールド
ブルースチール製	
スペード型針

モ ーリッツ  ·  コレ クション

表示	
時・分表示	
オフセンターセコンド、ムーンフェイズ		
フルカレンダー、偏角

ダイヤル  
ファインブラスト加工をほどこしたシャンパン
ホワイトのシルバー無垢製ダイヤル	
アラビア数字と赤い分目盛り	
18Kゴールド製エナメル仕上げの月と地球の
ディスク	
ブルーに焼き戻したスチール製スペード型針

ケース	
ラグなしの寸法		
直径44mm、厚さ12.5mm	
側面にある２つの押し込み式プッシャー	
サファイヤガラス＆サファイヤシースルーバ
ック	
両面反射防止加工	
耐水性3気圧

機能	
偏角表示、ムーンフェイズ、フルカレンダー

ムーブメント	
キャリバーIII、手巻き式（P.42参照）

ストラップ	
アリゲーターレザー（裏地シャークスキン）	
ピンバックルまたはフォールディングバックル

モーリッツ

MORITZ
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キャリバー

技術の進歩と大衆需要の高まりを受けて、19世紀末にスイス
やフランスで直径の決まった腕時計用のムーブメントが初め
て作られ、ムーブメントの種類を表す「キャリバー」という言
葉が生まれました。

今日のブランドの世界では、キャリバーとは、形状、サイズ、
ムーブメントの設計に応じて構成された、信頼できる機能を
備えた高い品質の機械式ムーブメントを意味します。洗練さ
れた自社製キャリバーは、時計作りにおける最大の課題であ
るとされています。自社製キャリバーは力点となり、市場の可
能性を広げていきます。
ラング＆ハイネのムーブメントは、ザクセンの宮廷時計師の
懐中時計の精度からヒントを得て、時計作りにおける設計原
理と手作業による製作方法を現代的に解釈したものです。

CALIBER
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キャリバーIII
	 	フルカレンダー、偏角表示、	

ムーンフェイズ

直径	 16¼ライン（36.6mm）
厚さ	 7.1mm
振動数		 18,000回/時
パワーリザーブ		 46時間
石数		 ルビー19石、
	 ブリリアントカットダイヤモンド1石
部品数	 216部品（月・地球・曜日ディスクを含む）
機能	 オフセンターセコンド、	
	 曜日表示、ムーンフェイズ、
	 月表示	、デイ＆ナイト表示、偏角表示
モデル		 「モーリッツ」

ダイヤル側

ダイヤルの下に洗練された機能を秘めたムーブメ
ント側のクラシックな構造：ゴールド製の地球＆
月ディスク、シャンルベ技法によるエナメル加工、
零時ちょうどにフラッシュスイッチングする日付
と曜日：第3の中間リューズ位置により日付、月、
偏角表示を素早く設定可能

キャリバーIV キャリバーV
プッシャー・クロノグラフ セコンド・ルモントワール

直径	 16¼ライン（36.6mm）
厚さ	 7.0mm
振動数		 18,000回/時
パワーリザーブ	 46時間
石数　　　	 ルビー22石、
	 ブリリアントカットダイヤモンド1石
部品数		 151個
機能	 6時位置のオフセンターセコンド
	 センターにクロノ秒針とクロノ分針を配置
	 3段階クロノグラフ機構
	 リューズプッシャーによるスタート・ストップ・
	 リセット
モデル	 「アルベルト」
	

直径	 14¼ライン（33mm）
厚さ		 6.25	mm
振動数		 18,000回/時
パワーリザーブ	 最低24時間のルモントワール／
	 合計48時間のパワーリザーブ	
	 (ハインリッヒは33時間)
石数　	 ルビー27石（コンラート）／
	 29石（ハインリッヒ）のルビー、
	 ブリリアントカットダイヤモンド1石
部品数		 246個
機能	 セコンド・ルモントワール（1秒毎の巻き上げ）
	 センターのジャンピングセコンド
	 センターに配置した順行性（前方ジャンプ）
	 日付表示
	 アップ/ダウン・パワーリザーブインジケーター
	 （モデル「ハインリッヒ」で搭載）
モデル		 「コンラート」（現在お取り扱いしていません）
	 「ハインリッヒ」（現在お取り扱いしていません）

センターに時分針を配したクロノグラフムーブメン
ト、ゴールド製大型クラッチ輪列により、スタート
時の完璧な噛み合わせとスムーズな針の動きを実
現、面取りした6本スポークのゴールド無垢製の輪
列、コラムホイールの動きに合わせたしなやかなレ
バーとバネ、ツイン・ゼロリセットレバーとツインブ
レーキレバー（秒・分）を装備

４分の３プレートをムーブメントの見える三角の輪
列ブリッジと交換、硬質ゴールド製6本スポークの
輪列、大型テンプ、ムスターシュ型アンクル、ルモ
ントワールパワーのヒゲゼンマイ、時計の全作動
時間にわたってテンプの振幅を一定に保つ定力
機構、順行性日付表示

キャリバーI
3針時計

19世紀末に技術的に成熟したザクセン様式に基
づく古典的なムーブメントの構造　4分の3プレー
ト、ゴールド製シャトンに据えたルビー、ネジ留め
したゴールドに据えたアンクル受け石、輪列ブリ
ッジと受けのポリッシュ仕上げの面取り、巻上げ
輪列のサンバースト仕上げ、ハンドエングレービ
ングのスワンネックバネ付きテンプ受け、ダイヤ
モンドの飾り

直径　	 16¼ライン（36.6mm）
厚さ	 5.5mm
振動数　	 18,000回/時（2.5Hz）
パワーリザーブ　46時間
石数　　　　	 ルビー19石、
	 ブリリアントカットダイヤモンド1石
部品数	　　	 151個の部品
機能	 時・分・6時位置のオフセンターセコンド、
	 正確な針合わせのためのストップセコンド
	 システム
モデル	 「フリードリッヒ・アウグスト1世」
	 「ヨハン」	
	 	

キャリバー
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キャリバーVIIキャリバーVI
記念日、年齢計算

直径	 14¼ライン（33mm）
厚さ	 4.9	mm
振動数	 18,000回/時
パワーリザーブ	 55時間
石数	 ルビー19石、
	 ブリリアントカットダイヤモンド1石
部品数	 143個
機能	 時・分・6時位置のオフセンターセコンド、
	 ストップセコンド
モデル		 フリードリッヒII世
	 フリードリッヒIII世

直径	 16¼ライン（36.6mm）
厚さ	 7.0mm
振動数		 18,000回/時
パワーリザーブ		 46時間
石数		 ルビー19石、
	 ブリリアントカットダイヤモンド1石
部品数		 303個（プログラムディスク、イヤーディスクを含む）
機能	 時・分・日・月
	 カスタムメイドの記念日表示
	 年齢計算
	 リューズプッシャーによる設定モード
モデル		 「アウグスト1世」（現在お取り扱いしていません）

三角の輪列ブリッジを通して覗くクラシックな構
造、バランサー付きゴールド製ムスターシュ型ア
ンクル、スワンネック緩急針、ダイヤモンドをはめ
こんだテンプ受け、ストップセコンドシステム

ダイヤルの下に隠れた複雑機構：2つのマイクロ
差動歯車が12の人や出来事に関わる記念日を計
算し、2つの針がその記念日までの期間を表示、
リューズに内蔵されたプッシャーによるモード調
整、フルカレンダー、アンクルブリッジ、輪列ブリッ
ジおよびテンプ受けに18Kローズゴールドを使用

ザクセンのクラフトマンシップを再解釈：
革新的なステンレススチール製ブリッジとドーム
型の上面部とポリッシュ仕上げをほどこした大き
な石のくぼみのある受け、硬質ローズゴールド製
の巻き上げ輪列、ダイヤモンドのカバーストーン、
ストップセコンドシステム

フライング・ミニッツ・トゥールビヨン、片側配置
の回転台座、精巧に作られたキャリッジ、衝撃防
止のための3本アームを備えたゴールド製バネ、
固定式秒針カップ輪列、ダイヤルの左右にシャト
ン留めされた2石のダイヤモンド

サイズ		 34	mm	x	26.5	mm
厚さ	 5.5mm
振動数		 18,000回/時（2.5Hz）
	 パワーリザーブ	70時間
	 石数	ルビー17石、
	 ブリリアントカットダイヤモンド2石
部品数		 163個の部品
機能	 時・分・リラ（竪琴）型
	 回転台座による秒表示
モデル	 「アントン」

サイズ		 34	mm	x	26.5	mm
厚さ		 4.8	mm
振動数		 18,000回/時（2.5Hz）
	 パワーリザーブ	55時間
石数	 	ルビー19石、
	 ブリリアントカットダイヤモンド1石
部品数	 160個
機能		 時・分・6時位置オフセンターのスモール	
	 セコンド
	 ストップセコンド
モデル		 「ゲオルク」
	

フライング・トゥールビヨン

キャリバー

キャリバーIX
フライング・トゥールビヨン

キャリバーVIII
3針時計3針時計
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1. 

クラフトマ ンシップ

組み立て 
すべてのパーツが製作され、それぞれの仕上げが終わると、次の
課題が待っています。ラング＆ハイネの組み立ては、一次組立と最
終組立からなる、細部まで計画された構造的で制御されたプロセ
スに基づきます。
一次組立では、すべての部品を互いに調整し、石やピンをはめ、輪
列のあがきを設定します。そして初めて、時計が最初にカチカチと鳴
り始める瞬間である振動祭を祝うことができるのです。
フィリグリーの針は、針用ブッシュではめ込まれ、ダイヤルとともに
時計の表面を飾ります。最後にムーブメントがケースに収められま
す。上質なアリゲーターレザーのストラップとバックルで、腕に装着
したときの感触を楽しむことができます。目にも美しいと同時に、
誇らしい気持ちになることでしょう。

巻き上げ機構 

リューズによって動作のためのパワーを供
給し、時間が設定できます。

2. 
ゼンマイを収納した香箱には、一度巻き上
げると最低でも48時間分の駆動力が供給
される仕組みになっています

3. 
複数の部品からなる歯車は、駆動装置から
のエネルギーを脱進機に伝えます。1つの
ギアのリムは、常に次の歯車の小さいカナ
と噛み合っています。

4. 

レバー脱進機は、周期的なサイクルで動
力をテンプに伝達します。

5. 

ヒゲゼンマイと連動して常に同じ速度で振
動するテンプが、ムーブメントの精度を決
定します。

6. 

針の機構は輪列機構の動きをダイヤル上の
針の回転に変換します。

モジュールの機能

すべての機械式ムーブメントは、6つの重要
なモジュールで構成されており、最初に供
給された動力を時間表示まで伝達します。

ご存知でしたか？
ラング＆ハイネのムーブメントは、最大303個の部品で構成さ
れています。中には木くずと見分けがつかないほど小さいも
のもあります。

  1 - ツイン・ゼロリセットレバー	
		 	 	（秒・分）

  2 - ツイン・ブレーキレバー	
	 	 	（秒・分）

  3 - 200歯のツイン・	
	 	 	 クロノトランスミッションホイール	

  4 - クラッチ切り離しレバーバネ	
	 	 	（ミニッツフリクション）

  5 - 7柱のコラムホイール

  6 - ゼロ復帰ハートカムを備えた	
	 	 	 ミニッツフリクションディスク

  7 - サンバースト仕上げとポリッシ	
	 	 	 ュ仕上げの巻き上げ輪列

  8 - 面取りした6本スポークのゴー	
	 	 	 ルド無垢製輪列

  9 - 	正確な針の調整のための	
	 	 	 ストップセコンド機構

 10 - ムーブメントの王冠としてゴー	
	 	 	 ルドに埋め込んだダイヤモンド

 11 - スワンネック緩急針

 12 - 	精密なブレゲ曲線のヒゲゼンマイ

 13 - ゴールド無垢製のチラネ	
	 	 	 ジ付きテンプ

 14 - ゴールド製バランサー付き	
	 	 	 ムスターシュ型アンクル

 15 - モノグラム・オプションのためのネ	
	 	 	 ジ留めしたグレービングプレート 

 16 - サンバースト模様の香箱

1 

2

3

4

5

クラフトマ ンシップ

モーリッツの日付表示

数日かけて調整、歩度、位置のテストを行い、すべての部品を相互に
最適化して、最終組立が完了します。こうして、完成した時計をお渡
しすることができるようになります。

品質検査

IVキャリバー	-	モデル「アルベルト」	
(分解図)

個々のパーツ
ラング＆ハイネの 

クラフトマンシップ
組み立て

駆動装置

輪列機構 

脱進機 

テンプ 

.針機構 
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多様性

ここで紹介するラング＆ハイネのモデルは、機能、外観、ムーブ
メントの構造が異なるがゆえに、特別な機械式時計の市場に
多様性をもたらしています。共通しているのは、3本のラグ、控
えめでエレガントなダイヤル、そしてきわめて精巧に仕上げら
れたムーブメントで、サファイヤクリスタルのケースバックから
ムーブメントの動きをご覧いただけます。製作数の限られた
時計であり、刻印された番号が、紛れもなく高い品質を誇る
時計芸術の逸品であることを保証しています。

自分のスタイルに合わせて素材や色、形を組み合わせ、自由
な発想を楽しむことができます。
エングレービングを加えたり、オリジナルのダイヤルを作成し
たり、ケースに宝石をあしらったりすることで、真の意味での個
性が生まれます。後述のような可能性が考えられますが、構想
に限界はありません。

VARIETY
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レ
ッ
ド
ブ
ラ
ウ
ン

ブ
ル
ー

ストラップ

1	ブルーに焼き戻したスチール製スペード型針
2		ポリッシュ仕上げのスチール製カテドラル型針

4		ローズゴールド製ルイ15世型針

針

3		ローズゴールド製ランセット型針

ケース、針の形状、ストラップの色、留め具の種類など、お
客様のご希望に合わせて自由にお選びいただけます。ま
た、それぞれの時計には、ムーブメントに固有の番号がグ
レービングされています。これにより、ラング＆ハイネの時
計は、紛れもなく一点物の作品なのです。	

バリエーション 

マット加工シルバー ブラック・ガルバニック加工

ご希望に応じて、モダンなランセ
ット型針から、歴史的なハンドエ
ングレービングのルイ15世型針
まで形や色を自由に組み合わせ
ることができます。

留め具高品質のアリゲーターレザーを使用
したストラップは、さまざまな色が
外観の特徴となります。ストラップ
の内面には、高いレベルの装着感
と耐久性を備えたシャークスキンを
使用し、ラング＆ハイネの刻印をほ
どこしています。

ホワイトエナメル加工18Kローズゴールド 18Kホワイトゴールド プラチナ950

上：ピンバックル、下：フォールディングバックル

ピンバックルとフォールディング
バックルからお選びいただけま
す。それぞれ、ステンレススチー
ル、18Kローズゴールド、18Kホワ
イトゴールドとプラチナを使用し
ています。

特別なハイライトとして、いくつかのモデルでは、ブラック・ガルバニック加工のシルバーダイヤルなど、
異なるダイアルバリエーションが用意されています。ラング＆ハイネを自分好みにデザインすることが
できます。

ダイヤルケース
ラング＆ハイネの各モデルは、18Kローズゴールド、18Kホワイトゴールドまたはプラチナ950
を使用しています。すべてのプレシャスメタル製ケースにはホールマークが刻まれています。
また、一部のモデルではステンレススチール製のものもあります。	

多 様 性多 様 性

ダ
ー
ク
ブ
ラ
ウ
ン

ブ
ラ
ッ
ク
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時計作りにおける唯一無二の作品は、クラフトマンシップと熟練	
の技を完成させる上での最大の課題です。以下を参考に､	
自分だけの時計を演出してくだい。

個性化

ハンドエングレービング
エングレーバーは、その時代を投影するアーティストです。古典的
な工具の形は、今も昔も変わりません。エレガントなラインやモチ
ーフ、文字などを、細部に至るまでこだわって素材に刻みます。すべ
ての時計には	「LANG	&	HEYNE」のロゴと、モデル名と番号が入り
ます。また、丸型モデルのテンプ受けには、フローラルパターンがほ
どこされます。エングレービングの技術によって、独特かつ美しく個
性を演出する幅が広がります。
高い芸術性を備えた人材と協働できることは私たちの誇りです。
マティアス・ケーラー氏は語らない金属に言葉と声を与えることに
情熱を傾けています。装飾や絵のモチーフにおける豊富な知識と
洗練されたスタイルは、細部まで丁寧に仕上げられ、繊細な線が
傑作となり、お客様のラング＆ハイネをご要望に応じて飾ります。

エングレービングの例
図1	グレービングのある底面カバー（オプション）
図2	モノグラム「M&K」のエングレービング
図3	テンプ受けにほどこされたアラベスク模様
図4	エングレービングのある受けと輪列機構のブリッジ

2

3

1

1 4

多 様 性
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エナメルは生きものです。高級時計のダイヤルとしてこれほどま
でに説得力に満ち、魅力的な個性を与える素材は他にありませ
ん。ご要望に応じて、ホワイトまたはカラーのエナメルを使用し
た個別のダイヤルを製作いたします。

お客様のご希望に応じてダイヤルを作り、メタルプレートをフラ
イス加工します。そして、そのくぼみに最高級のガラスチップを
並べ、繰り返し焼成します。色に制限はありません。テスト焼成
でできあがり予想を事前に見ることができます。

エナメルダイヤル

セラミックインレー

ブリリアントカットダイヤモン
ド、ルビー、サファイアは、ラン
グ＆ハイネをはじめとするすべ
ての時計を引き立てます。部品
やコンポーネントの表面を美し
く仕上げるには、専門知識と経
験が不可欠です。

ご要望に応じて、エポキシ樹脂
セラミックを針のインレーとし
て用い、より印象的で特別な外
観を演出します。

宝石のセッティング

多 様 性
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グラスヒュッテの教会塔時計によせて

聖ヴォルフガング教会はグラスヒュッテにあるプロ
テスタントの市教会で、初めて史料に登場して以来、
何度も再建されてきました。1936年からはその中に
ライプツィヒのツァハリエ社製タワークロック・ムー
ブメントが設置され、現在でも屋外の青い文字盤
で時刻を表示しています。

そのグラスヒュッテの塔時計へのオマージュとして、
手巻き式「キャリバーVI」を搭載した腕時計が5本限
定で製作されました。

ゴールドにシャンルベ技法で製作した不透明なエ
ナメルダイヤルは、このシリーズのハイライトです。
本来の木製ダイヤルのデザインを踏襲し、強いブ
ルーのトーンと組み合わせています。

グラスヒュッテにある聖ヴォルフガング教会の塔時計へのオマージュとしてブルーのダイヤルを採用

リマインダー機能により、特別な出来事や記念日を
機械的に表示できます。これはあるお客様のアイ
デアがきっかけでした。このマスターピースは、発
案したその方のためのただ一つの作品として特別
に設計・開発され、ラング＆ハイネのコレクション
を飾っています。

この腕時計をデザインするにあたり、ラング＆ハイ
ネの特徴であるシンプルなダイヤルの外観を維持
しつつ、多くの表示を配置することが課題となりま
した。

リューズと一体化したプッシャーを使って、素早く簡
単にモードを設定することができます。

特別デザイン

「教会塔時計へのオマージュ」	
5本限定

個人の記念日を計算するためのプログラムリングを個別に製作した最も精巧な時計

フルカレンダー、記念日・	
年齢表示を搭載したアウグストゥスI世

アウグストゥスI世
算術師

オマージュ

多 様 性多 様 性
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コントラプンクト（対位法）

14世紀には、イタリアやフランスの作曲技法や音楽理論をも
とに、既存のメロディーやテーマに別のパートを統合させる
技法が生まれました。17世紀には、これをポリフォニーという
言葉で表現しました。
それに似て、新開発のヘクトールは、古典的なラング＆ハイ
ネのラインにスタイリッシュさを加えた、対位法のようです。
これまでの作品と同様に、この時計も五感に響くシンフォニ
ーをお届けします。

コントラプンクト コントラプンクト

CONTRAPUNCTUS



6 3ヘクトール  ·  コレ クション

表示	
時、分、秒表示

ダイヤル	
グレー、ブルー、グリーンの3色	
光沢のある面取り部、インナーダイアルのレリー
フ・パターン	
アプライド・インデックス下部の溝	
蓄光材を使用したアプライド・インデックス	
ムーブメントが見えるペチコート型受けの形をし
た開口部

ケース	
バタフライ・フォールディングバックルのステンレ
ススチール無垢製リンクブレスレット

ラグなしの寸法	
直径:	40	mm、厚さ:	10,95	mm	
サファイヤクリスタル＆サファイヤクリスタルのシ
ースルーバック	
耐水性5気圧

ムーブメント	
キャリバー33.2、手巻き式（P.64参照）

小生意気でピリッと強引	
ラング＆ハイネの新世代は退屈とは程遠いものです。ヘクトール
は、「ペチコート」というデザイン要素を繰り返し取り入れながら、	
多くのディテールをコーディネートした総合的なデザインが特徴で
す。ダイヤル上の開口部からは、このモデルのために開発され、初め
てセンターセコンドを搭載したムーブメントをご覧いただけます。こ
の新開発のマニュファクチュールムーブメントの美しさは、すべての
ラング＆ハイネの製品と同様に、反射防止加工をほどこしたサファ
イヤクリスタルのシースルーバックからご覧いただけます。
このモデルは、グリーン、グレー、ブルーのダイヤルを各33個、計99
個の限定版です。

モデル「ヘクトール」の	
詳細はこちら

ヘクトール 

ステンレススチール	
ダイヤル　ブルー

ステンレススチール	
ダイヤル　グレー

ステンレススチール	
ダイヤル　グリーン

HEKTOR
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マニュファクチュールキャリバー33.2

ヘクトールの「ペチコート」というデザイン要素は、
ムーブメントの構造や時針車の受けからダイヤル
や針に至るまで、強い存在感を与えています。ム
ーブメント内部の受けも、3つの針も、このイメー
ジを反映したものです。また、特別にデザインさ
れたスチール製リンクブレスレットも、個性的な
その要素を踏襲し、はめ込んだリンクの形で一貫
してこれを用いています。ヘクトールのダイヤルの
内側にあるアプライド・インデックスとレリーフの
「H」の文字は、興味深いデザインです。

ケースとブレスレットは、キャリバーと完璧にマッ
チしています。テーラーメイドのスーツが新郎を
引き立てるように、ムーブメントを引き立てます。
柔らかいクッション型のリューズガードは、優れ
た装着感で目にも心地よいものです。

遊び心のあるフォルム

ヘクトール  ·  コレ クション

テクニカルデータ
直径：	 14	1/4ライン（33mm）
厚さ：	 4.4mm
周波数：	 21,600A/h
パワーリザーブ：	48時間
石数：	 ルビー19石

耐衝撃偏心錘付きテンプ	
平型ヒゲゼンマイ、緩急調整装置	
ストップセコンドおよびアルカップ製輪列機構

この時計に初めて採用されたラング＆ハイネ社製ム
ーブメント33.2は、ダイヤルにも見られるペチコートの
ような形の受けによって可能になったムーブメントの
構造が印象的です。フライングバレルを採用すること
で、自社開発の偏心錘テンプを備えた薄いムーブメン
トを実現しています。また、テンプ受けに特殊なパー
ツを採用することで、微調整を可能にし、なおかつ
奥まで見ることができます。フレーム部品や輪列歯
車には、洗練された非磁性体であるアルカップを使
用しており、ポリッシュによって特別な光沢を放ちま
す。軸、ネジ、レバーなどの平らな部分と回転する部
分にはスチールが使われています。
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業界の専門家やジャーナリスト、有
名な競合他社までもが、高品質な
時計ブランドの世界で、ラング＆ハ
イネが20年以上かけて地味ながら
も着実に地位を築いてきたことを認
めています。
私たちの工房のスタッフは、これを
感謝の気持ちで受け止め、共感し、
満足しています。トップパフォーマー
は、ノウハウ、イノベーション、想像
力、細部に至る熟練は、空から降っ
てくるものではないことを身に染み
て理解しています。これらは、責任
とコミットメント、職域を超えた相
互作用とコミュニケーション、各個
人とチーム全体による明確な結果
と目標の追及の総体なのです。効率
と精度は相反する言葉ですが、私た
ちにおいては異なります。私たちは
納得のいく大きな仕事を共に手掛
け、そこから成長していきます。むし
ろ、それが私たちをひとつに結び付
けているのです。

チーム

ラング＆ハ イネ ラング＆ハ イネ

OUR TEAM
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ドレスデンの数理物理学サロン

テンプと輪列機構、機械式腕時計のカチカチという音
が、私たちを魅了し、感動させ、心を揺さぶります。
このように時間を見つめてはっきりととらえることは、
普段の生活からはほとんど消えてしまったように見
えます。それにともなう職人の技術もまた同様と言
えるでしょう。私たちはカタログで、ザクセンで生ま
れたザクセン特有の時計製作技術をお伝えし、ご説
明します。
新しい時計を創造するために重要なインスピレーシ
ョンとそれを適切に実現するためのチームのスキル
の源は、こちらをご覧ください。
新しい時計を創造するために重要なインスピレーシ
ョンとそれを適切に実現するための私たちのチーム
のスキルの源は、こちらをご覧ください

精密振り子時計（秒計）	
ヨハン・ゴットフリート・ケーラー（1745-1800年）

ヨハン・クリスチャン・フリードリッヒ・	
グートケース（1785-1845年）

作品No.71	ドレスデン	
ヨハン・ハインリッヒ・ザイフェルト

フェルディナント・アドルフ・ランゲ	
(1815-1875年）グラスヒュッテに時計工房
「A.ランゲ・ドレスデン」を設立（1845年）

ルーツ

ザクセン選帝侯のために作られた惑星時計	
(1563-1568年）	エバーハルト・バルデヴァイン、	
ハンス・ブッハー	、ヘルマン・ディーペル

ラング＆ハ イネ
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