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高級時計とフォーミュラ 1® 
創業当初から、Bell & Rossは航空機の世界に情熱を傾けています。時を重ね、計器時計の分野では誰もが認める時計ブランドに成長しました。探索す
べき新しい世界を常に研究し、2016年にサーキットの競技へ身を投じ、F1®で活躍するルノー F1® チームの公式パートナーになりました。R.S. コレクショ
ンは、レーシングカーのカラーリングであるイエローとブラックから着想を得ており、今年で5番目となるコレクションが発表されました。

Bell & Rossは、1994年以来、ブランドと密接に関わってきたパイロットに時間を提供しています。ブランドの時計は、航空機の計器にインスパイアされ
ています。それらを刷新すべく、クリエイティブ・ディレクター兼共同創業者のブルーノ・ベラミッシュは、別の世界に挑戦することを志向しました。
2016年からF1™の世界に飛び込み、ルノー F1® チームとパートナーシップを締結。このパートナーシップは、高性能と技術力という同じ価値観を持つ 
2つのフランスのブランドの結束を揺るぎないものとします。R.S. コレクションの5番目となるコレクションは、未来のF1™というテーマを掲げて登場しま
した。
コレクションは高級時計ならではの特別なトゥールビヨンを含む4つのスポーティなクロノグラフから構成されています。



ノウハウと卓越性の追求  
Bell & Rossがルノー F1® チームの責任者より連絡を受けてから5年。その機会を掴み、パートナーシップが誕生しました。卓越性の追求を何よりの原動
力とする本パートナーシップは、毎年新しいコレクションを発表。2016年から、その世界にインスパイアされた4つのR.S. シリーズが生み出されています。

このファミリーの特徴は一貫性と補完性です。Bell & Rossは文字盤にパートナーのロゴを入れることに満足しません。ブランドはさらに先を行きます。 
これらの時計には最先端のテクノロジーが応用され、レースの世界で使用されている最も画期的な素材が採用されています。

「R.S. モデルは私たちのノウハウ、DNAを強調し、パートナーであるルノー F1® チームのデザインの世界と協調しています」と、Bell & Rossブランドの 
クリエイティブ・ディレクター、ブルーノ・ベラミッシュは説明します。



パイロットに向けたツール  
コレクションにおいても、クロノグラフが他を圧倒します。このコンプリケーションによって、短時間の時間計測、すなわち競技用レーシングカーの計測が
できます。

スポーツに相応しいこの機能は、F1®の世界観をダイレクトに反映しています。それはF1パイロットの装備を補完し、彼らの要望に応えます。

「ルノー F1® チームのパイロット用に実用的な時計を作るということは明確でした。クロノグラフは歴史的にモータースポーツ深く関連がありますから」
と、ブルーノ・ベラミッシュは語ります。
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R.S.20： 
4つのハイテククロノグラフ  

時計愛好家にとってBell & Rossは、デザイン分野での指標となるブランドです。R.S.20 コレクションを制作するにあたって、デザイン スタジオはインス
ピレーションを形にするため、“マチエール（素材）”の研究から始めました。

今年はさまざまなインスピレーションの源泉から着想を得ています。一方はルノー 2020 レーシングカーのF1® マシン。もう一方はスーパーカー  
R.S. 2027です。結果として、現代的でありながらも、きわめて未来的な、アバンギャルド且つクラシックなコレクションが誕生しました。

コレクションの時計は以前より、さらにデザイン的でグラフィカルな精神を湛えています。それらが大切に維持しているのは、ブランドの大きなテーマで
あるスタイル、視認性、機能性です。すべてが未来的な手法で見直され、それぞれのモデルは革新的で機能性を重んじ、装飾を排した世界に向かいます。
そのラインが設計図を対象とする一方、メカニズムは時計製造の伝統に根付いています。
新しいBR R.S.20 コレクションは、ブランドを象徴するモデルを基盤とした4つのクロノグラフで展開されます。
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いわゆる「ツール ウォッチ」タイプの丸型の計器時計で、世界限定999本
です。大型のケースはステンレススティール製。ケースは短時間の時間
計測を可能にする60分の目盛りが付いた両方向回転式ベゼルを備えて 
います。

文字盤にはスポーツ ウォッチの文字盤に見られる12個の数字が配され
ています。タイポグラフィはルノー F1® チームのものを踏襲。目盛りは 
格子柄を描くブラックとホワイトの小さい角型にカットされ、カーレースで
のチェッカー フラッグを象徴しています。イエローの針がさまざまなクロノ
グラフ機能を表示。

ケースバックにはFormule 1® Renault R.S.20の刻印が入っています。



REF. BRV394-RS20 
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ムーブメント：�キャリバー BR-CAL.301。自動巻き。 カバーガラス：�反射防止ドーム型サファイアクリスタル。

機能：�時、分、3 時位置にスモールセコンド、日付。クロノグラフ： 
9 時位置に 30 分カウンター、センターにクロノグラフ秒針。 
フランジにタキメーター目盛り。

防水性：�100 m。

ケース：�43 mm。ポリッシュ／サテン仕上げステンレススティール。
カウントダウンタイマー付き陽極酸化処理ブラック アルミニウム  
リング付き両方向回転式ベゼル。ねじ込み式リューズ。サファイア 
クリスタル付きケースバック。

ストラップ：�ブラック・イエロー カーフレザーまたはポリッシュ／
サテン仕上げステンレススティール。

文字盤：�マットブラック。スーパールミノバ® をコーティングした
アプライドの数字。スーパールミノバ® をコーティングした 
スケルトン メタルの時針および分針。

バックル：�フォールディング。ポリッシュ／サテン仕上げステンレス
スティール。
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ブランドを象徴する角型時計は、世界限定999本のクロノグラフ機能
を搭載し、対傷性の高いマットブラック セラミック製ケースを採用して
います。

全てのクロノグラフ機能をイエローの針で表示し、タキメーター目盛り
が付いたフランジは、異なるカラーにより2つのゾーンに分けられて
います。クロノグラフの目盛りはロジウムプレートのブラス製リング上
に配され、最大限の視認性を保証します。



     REF. br0394-RS20/srb

2/4 BR 03-94 R.S.20

ムーブメント：�キャリバー BR-CAL.301。自動巻き。 カバーガラス：�反射防止サファイアクリスタル。

機能：�時、分、3 時位置にスモールセコンド、日付。クロノグラフ： 
9 時位置に 30 分カウンター、センターにクロノグラフ秒針。 
フランジにタキメーター目盛り。

防水性：�100 m。

ケース：�42 mm。マットブラック セラミック。 ブレスレット：�パーフォレイテッド  ブラック ラバーとブラックの
ヘビーデューティー仕様シンセティックファブリック。

文字盤：�マットブラック。スーパールミノバ® をコーティングした
アプライドの数字。スーパールミノバ® をコーティングした 
スケルトン メタルの時針および分針。

バックル：�ピン。ブラック マイクロブラスト仕上げステンレス
スティール。
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ブランドを象徴する「四角の中に丸」を表現したケース。巧みな加工を施
したスケルトン クロノグラフは、世界限定250本です。BR 03-94を極めて 
洗練させた実験精神に富んだバージョンと言えます。

ケースは複数の素材を採用し、PVD コーティング チタン、セラミック、 
ラバーで構成されています。それらの素材はスポーツ ウォッチと同様に
航空機とF1®にも見てとれます。

2つの素材を用いたレバー式プッシュボタンは、ハンドルのスピード パレッ
トを連想させます。PVD コーティングされたステンレススティール製リン
グは、ベゼルの周りを回転します。スケルトン加工を施した文字盤からは、 
きわめて洗練されたスケルトンのメカニズムや輪列をご覧いただけます。



     REF. brX1-RS20/srb

3/4 BR-x1 R.S.20

ムーブメント：�キャリバー BR-CAL.313。自動巻き。X 型のアッパー
ブリッジ。56 石、28,800 振動／時。スケルトン クロノグラフ。

カバーガラス：�反射防止サファイアクリスタル。

機能：�時、分、3 時位置にスモールセコンド。6 時位置にスケルトン
の日付。クロノグラフ：9 時位置に 30 分カウンター、センターに秒針。
フランジにタキメーター目盛り。

防水性：�100 m。

ケース：�45 mm。ラバーインサート付きポリッシュ／サテン仕上げ
チタン／セラミック。タイムマーカー付き PVD コーティング両方向 
回転式ベゼル。レバー式プッシュボタン。てん輪の位置にカラー 
仕上げのサファイアクリスタル製開口部を設けたケースバック。

ストラップ：�パーフォレイテッド ブラック ラバー。

文字盤：�スケルトン。スーパールミノバ® をコーティングした
アプライドの数字。スーパールミノバ® をコーティングした 
スケルトン メタルの時針および分針。

バックル：�ピン。ブラック ラバー製トップ付きステンレススティール。
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わずか世界限定20本のモデルは、シリーズ随一の高級時計となります。 
まさに洗練と繊細の極み。

ケースはF1®にも使用されている軽量で耐久性の高い素材、チタンで
加工されています。セラミック製パーツで保護された高密度ラバー製イン
サートがグリップ力を高めます。固定式ベゼルには目盛りと、「ストップ -ス
タート」表示を回転させるリングが配されています。

直径の大きいキャリバーは、慣性可変式テンプ付きフライング トゥールビ
ヨンで調整されます。手で巻き上げることによって、香箱のゼンマイが100
時間のパワーリザーブをもたらします（針によるパワーリザーブ表示付き）。
文字盤側から見ることのできるクロノグラフ機能は、コラムホイールを 
作動させるシングルプッシュボタンで制御されます。30分カウンターはジャ
ンプ式です。



     REF. brX1-CHTB-RS20/srb
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ムーブメント：�キャリバー BR-CAL.283。手巻きフライング・トゥール
ビヨン。コラムホイール付きシングルプッシュボタン クロノグラフ。 
部品数 282、35 石、21,600 振動／時。パワーリザーブ 4 日間。

カバーガラス：�反射防止サファイアクリスタル。

機能：�時、分。クロノグラフ：11 時位置に 30 分カウンター、1 時位
置に 60 秒カウンター。9 時位置にパワーリザーブ表示。6 時位置に
フライング トゥールビヨン。

防水性：�100 m。

ケース：�45 mm。ラバー インサート付きポリッシュ／サテン仕上げ
チタン／マットセラミック。タイムマーカー付き PVD コーティング 
両方向回転式ベゼル。レバー式シングルプッシュボタン。無反射 
コーティング加工を施したサファイアクリスタル ケースバック。

ストラップ：�パーフォレイテッド ブラック ラバー。

文字盤：�スケルトン。スーパールミノバ® をコーティングしたメタル
アプライド インデックス。スーパールミノバ® をコーティングした 
スケルトン メタルの時針および分針。

バックル：�ピン。ブラック ラバー製トップ付きステンレススティール。
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ルノー F1® チームとのパートナーシップが始まって5年。Bell & Rossのデザイン チーム、技術チームにとってインスピレーションの源泉
となっています。

高級時計のトゥールビヨンを含むBR R.S.20 シリーズの新しい4つのスポーツ クロノグラフは、極限的でハイテクな世界から着想を得て
います。このシリーズの最新作にはF1®の最良の要素：技術的な高性能と軽量で耐久性の高い素材が組み込まれています。

このシリーズはデザインにおいても見事な設計図をもたらします。シリーズを構成するタイムピースのよりシンプルなラインは本質に迫り
ます。シリーズの計器時計はスポーツ性が特徴ながらも、同時にエレガントなフォルムに仕上がっています。




