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オイスター パーペチュアル スカイドゥエラーに、オイ 

スターフレックス ブレスレットを装備したモデルが 

登場します。18 ct イエローゴールドのこの新モデルに 

クラシックコレクションの時計では初めて、 高性能 

エラストマー製の革新的なこのブレスレットが採用 

されました。また、18 ct イエローゴールドの針とアワー 

マーカーを備えたサンレイ仕上げのブライトブラック

ダイアルを備えています。ケースサイドとラグに光が

反射し、42 mm のオイスターケースの洗練された 

輪郭を際立たせます。

  この新モデルはもちろん、スカイドゥエラー特有

の回転式のフルーテッドベゼルを備えています。この 

ベゼルはリングコマンドシステムと連動し、時計の機能

設定に使用します。また、クロマライト ディスプレイ 

が採用されており、針とアワーマーカーには暗闇で 

ブルーの光を放つ長時間継続の発光素材がコーティング 

または充填されています。

  スカイドゥエラーのこの新モデルには、時計製造 

技術の最先端を行くキャリバー 9001 が搭載されて 

います。

  す べ て の ロ レ ッ ク ス ウ ォ ッ チ と 同 様 に 

オ イスタ ー パ ー ペ チュアル ス カ イドゥエ ラ ー は 

Superlative Chronometer（高精度クロノメーター） 

認定で、手首着用時に極めて優れた性能を発揮します。 

グリーンのタグ が つ いているロレックスウォッチは 

すべて高精度クロノメーターで、5 年間の国際保証が

適用されます。

OYSTER PERPETUAL 

Sky-dweller



NEW WATCHES 202030

OYSTER PERPETUAL sky-dweller

スカイドゥエラーは

クラシックコレクションの

時計では初めて、オイスター

フレックス ブレスレット

が採用されました。
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Case reference
326238  

オイスターフレックス
ブレスレット

OYSTER PERPETUAL 

Sky-dweller

Certification 
高精度クロノメーター 

（COSC + ケーシング後にロレックス認定）

5年間の国際保証

Case

Diameter
• 42 mm

Material
• 18 ct イエローゴールド

Middle case
• ポリッシュ仕上げ

Bezel
• フルーテッド、双方向回転式、機能 

設定のためのリングコマンドシステム

Waterproofness
• 100 m（330フィート）

Movement

• キャリバー9001、ロレックスによる 

完全自社製造
• 両方向自動巻パーペチュアルローター 

搭載の機械式ムーブメント

Precision
• 日差－ 2 ～＋ 2秒（ケーシング後）

Functions
• 時針、分針、秒針
• 時針、分針、秒針によりローカル 

タイムを表示、時針の独立操作による

素早い時刻設定 
• ホームタイム（基準時刻）はオフ・ 

センターディスクによる24時間表示
• サロスシステムによる瞬時に変わる

年次カレンダー：両方向回転で素早く

確実な日付設定（3時位置）、ダイアル

のアワーマーカー外周の12個の小窓

による月表示

Oscillator
• 耐磁性ブルー パラクロム・ 

ヘアスプリング
• パラフレックス ショック・アブソーバ

Power reserve
• 約72時間

Dial

• ブライトブラック、グロス、サンレイ仕上げ
• 18 ct イエローゴールドのアワー 

マーカー、クロマライト
• 18 ct イエローゴールドの針、 

時針と分針にはクロマライト 

Bracelet

• オイスターフレックス
• フレキシブルメタルブレード、高性能

エラストマーコーティング
• 18 ct イエローゴールド、オイスター 

クラスプ（フォールディングタイプ）
• ロレックス グライドロック エクス 

テンションシステム（約2.5 mm単位で

約15 mmまで延長可能）
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All Rolex watches are assembled by hand with the utmost care to ensure exceptional quality. Such high standards naturally restrict our production capacity and, at times, the demand for our watches outpaces this capacity. Therefore, the availability of certain models may be limited.

New Rolex watches are exclusively sold by Official Rolex Retailers, who receive regular deliveries and independently manage the allocation and sales of watches to customers. Official Rolex Retailers can provide information on the availability of Rolex watches.
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