
　ジュエリー用の素材が集まる「香港
インターナショナル・ジュエリーショー」
（2月28日～3月4日、会場AWE）と完
成品が集まる「香港インターナショナ
ル・ダイヤモンド・ジェム＆パール・

ショー」（3月2日～6
日、会場HKCEC）に
は、世界中から約4300
社が出展し、147カ国
と地域から8万人以上
が訪れることが見込ま
れる。中3日間は同時開
催となり、無料シャトル

バスが両会場を結び（約45分）、効率
の良い仕入れや情報収集が可能だ。
　会場では最高級ジュエリー素材のダ
イヤモンドをはじめ、希少石、真珠、珊
瑚や、世界クラスの技術で製作された

完成品、独創的なデザイ
ン、各国デザイナー作品
など、ここでしか見られな
い逸品の数々が揃えられ
ているのも魅力のひとつ。

　会場内は、バイヤーが求めるカテゴ
リーごとにグループ分けされている。
　AWEでは、様々なダイヤモンドが集
まる「ホール・オブ・ファインダイヤモン
ド」、世界各地のカラージェムが集まる
「トレジャーズ・オブ・ネーチャー」、世
界有数のパール生産地から集められ
た「トレジャー・オブ・オーシャン」など
に注目。
　HKCECでは、国際的なジュエリーブ
ランドがあつまる「ホール・オブ・フェイ
ム」、香港企業が中心の「ワールド・オ
ブ・グラマー」、ファインジュエリーが並

ぶ「ホール・オブ・エクストラオーディナ
リー」、腕時計が並ぶ「ホール・オブ・タイ
ム」、アールデコやアールヌーボーといっ
たデザインがあつまる「アンティーク＆
ヴィンテージ・ジュエリー・ギャラリア」、
昨年新設されたブライダルジュエリーに
フォーカスした「ウェディング・ビジュー」
などが注目ゾーンだ。なお、「スモール
オーダーゾーン」があるのも面白い。

　「第46回甲府ジュエリーフェア」が、
4月5日・6日、アイメッセ山梨展示ホー
ル（山梨県立産業展示交流館）で開催
される。時間は10時～17時30分（最
終日17時）。
　同フェ
アは、山
梨県水晶
宝飾協同
組合が主
催。ジュエリー産地山梨の長年培った
技術と特性、オリジナリティあふれる商
品の数々を紹介する場として親しまれ
ている。
　お馴染みの「初公開、新型2000型」
は、出展各社が総力を挙げて生み出し
た多数の商品が並ぶ。「新作」POPを
目印に探すと良い。また特設スペース
では商品企画の紹介をはじめ、各社の
プレゼンテーションを効率よく聴くこと
ができる場となる。
　同フェアならではの魅力ある展示も
多数ある。

　匠の技を披露する「現代の名工作
品展示」「ジュエリーマスター作品展
示」「実演コーナー」と販売に活かせる
技が惜しみなく披露される。
　華麗な作品としては、「ジュエリー産

地ブラン
ドKoo-fu
コレクシ
ョン」「山
梨宝飾デ

ザイナー協会作品展示」に加え、若手
の活躍を応援する「山梨県立宝石美
術専門学校作品展示」「フレッシュマン
ジュエリーデザインコンテスト」と、ジュ
エリーには欠かすことのできないデザ
インの魅力が発信される。
　また、宝石貴金属協会ブースと山梨
県工業技術センターによる「最先端鑑
別技術無料見学ツアー」も実施するな
ど目白押し。仕入れと商談以外の時間
を作ることをお勧めする。
　なお、会場まで無料遠距離シャトル
バスが運行される。東京駅、新宿駅、新

横浜駅、名古屋
駅、新大阪駅の5
カ所から出発。詳
細は同フェアホー
ムページで確認
をwww.kjf.jp/。

　東京都内のものづ
くり中小企業とデザ
イナーの恊働による
新ビジネス創出を目
的としたマッチング事
業「東京ビジネスデ
ザインアワード」（主
催：東京都、企画・運
営：公益財団法人日
本デザイン振興会）
が、1月25日、東京ミ
ッドタウンで開かれ、
あらかじめ各企業か
ら提出されたテーマ
に対する提案が認め
られテーマ賞を獲得

した8組のデザイナーによる公開プレ
ゼンテーションと審査を行った。
　最優秀賞には、提案者の原田元輝氏
と横山徳氏（プロダクトデザイナー、グラ

フィックデザイナー）の「三方金の技
術を応用したペーパージュエリー
ブランド」が選ばれた。テーマは、聖
書の製本により培った三方金・三
方銀付加工。内容は、長年培った
三方金の技術「保存性」と、紙の持
つ豊かな「表現力」と「汎用性」を再
構築したペーパージュエリーの提
案。企業：㈱星共社（文京区）。

　プロダクトデザイナーの原田氏と横山
氏は「80年以上の歴史を持つ星共社の
“三方金”の技術は、きらびやかで重厚
感を演出できることに加え、変色や収
縮、ホコリの影響を受けにくく長期保存
性があるという機能性を持つ。ペーパー
ジュエリーブランドでは、多様な加工が
できる紙の特性も活かし、ピアス、蝶ネ
クタイ、カフス、リングなどを展開してい
きたい。（三方金が使われている）聖書
は、何十年にも渡り、長く使用していくも
の。使い込んでいくほどに馴染み、経年
劣化もよい風合いになっていく。そんな
ジュエリーを星共社とともに作っていき
たい」とコメントを寄せいている。
　これらを含めたテーマ賞の各デザイ
ン提案については、テーマ企業とデザ
イナーの間で提案の事業化・製品化に
向けた検討が始まっており、今後の展
開が注目される。

世界最大級の香港ジュエリー見本市 　ジュエリータウンおかちまち
（JTO。田中勇会長）有志による
恒例の「第91回JTOフェア」は、
春の商戦に向け、3月15日、10
時～16時、秋葉原UDX2Ｆアキ
バ・スクエアで開催される。　　
　JTOフェアは、都内唯一のプラ
イベート展示会として知られてお
り、各出展社が時代に合わせた
売れ筋商品から自慢の商品など
を大量に用意、全国から集まる小
売店の役に立つフェアとしてリ
ピーターも多い。
　今回は、春の商戦に向け
た商品が一堂に並ぶ。また、
前回に続き高級品や希少商品を求め
る声に応える形で、逸品商品を揃えた
ハイケース5台を設置する。
　毎回好評の企画「朝市」はじめ、“超
お買得品”も豊富に登場する。また、正
午までの先着600名には、レストラン

街の食事券と飲物券が贈呈さ
れる。
　なお、3万円の買い物ごとに1
回抽選が可能となる「JTOフェア
賞」（現金）と、「Wチャンス賞」
（当日買い物券）の抽選会が行わ
れる。特賞5万円3本や5万円1本
など、総額200万円以上が還元
される。抽選は14時の1回のみ。
▽出展社（36社）＝㈱アイボリー、㈱アベ
ジュエリー、㈱石原商店、㈱宇土真珠、㈱
エクセレントジェム、㈱エステート、㈱オク
ノ宝石、㈲大ハタパール工業、㈱オーロ

ラ、㈲きしの宝飾、㈱クワリ宝飾ジェ
イ・ワン、さくらジュエリーインタナ
ショナル㈱、㈱三和真珠、㈱SAN、㈲
スミノ宝石、㈲セブン宝飾、㈱セント

フローレンス、ダイドウ商事㈱、㈱高橋宝飾、中外
鉱業㈱銀座ルピナス、㈲エィーエヌディー、㈱トー
キ、東京高橋パール㈲、トリプル・エー、中川装身具
工業㈱きんや、㈱南洋真珠ジャパン、㈱ハイタイム
ズ、パールプランナー、㈱日向宝飾、㈱廣畑、㈱
FineCrew、㈱プラチナ宝飾、㈱宝正、㈱三原真
珠、村田宝飾㈱、㈱ユニオン真珠。

　ブライダルジュエリー専門店
I-PRIMO（全81店舗）並びにLazare 
Diamond Boutique（全14店舗）を運
営するプリモ・ジャパン㈱（東京都中央
区、澤野直樹代表）は、3月11日に、台
湾中部の中核都市、台中市中心部にあ
る「大遠百貨店」3階に「I-PRIMO台中
大遠百店」をオープンすると発表した。
　同社は、2007年の台湾進出を皮切
りに、2011年に香港、2015年に上海へ
それぞれ進出。現在は売上高の約2割
を海外事業が占めるまでに成長してい
る。台湾進出10年目となる今年は、更な
る市場の拡大とブランド認知の向上を
目的とし、台湾では約2年ぶりとなる新
店をオープンする運びとなった。
　台中市の人口
は約277万人（1
月現在／台中市
政局ホームペー
ジより）で、台北
市、高雄市に次ぐ

台湾第三の都市。同社は台中市に既
に2店舗を営業。昨年より台湾全土で
展開しているテレビCMや交通広告な
どを通じて「I-PRIMO」のブランド認知
度も高まっており、これに伴い、今後台
中エリアでも更なる市場占有率の上昇
が期待できることから、市内3店舗目の
開業に至った。
　「大遠百貨店」は、台中市の目抜き
通り「台中港路」に面し、地上14階、地
下6階に広がる複合商業施設。週末を
中心に多くの人で賑わい、また、ジュエ
リーショップを含むグローバルブランド
も多く、顧客への認知拡大も期待でき
る。「台湾でも日本同様、きめ細やかな
接客スタイルに高い評価をいただいて
おり、新店開業を契機に、より多くのお
客様にパーソナルな接客によるセレク
トオーダースタイルの商品を提供して
いきたい」としている。
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International Diamond,Gem & Pearl Show 2月28日～3月4日
International Jewellery Show 3月2日～6日
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台湾進出10年目に
更なる市場拡大

第91回JTOフェア
3月15日開催
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4月5・6日 アイメッセ山梨
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世界最大級の時計宝飾の見本市
バーセルワールド 2017
時計業界最大級の見本市「バーゼルワールド2017」が3月23日～30日、スイス・バーゼル市で開催される。
今年もW&Jは、現地での総力取材を行い世界のトレンドを発信していく。
取材依頼やご案内は担当：藤井まで（hayato@carol.ocn.ne.jp）。
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セミナー名

ベーシックコース（東京）

ダイヤモンドコース（東京）
ベーシックコース（大阪）

ダイヤモンドコース（大阪）

パールグレーディング（東京）
宝石鑑別コース（東京）

博多ダイヤモンドコース

※上記日程は都合により変更となることがありますので、あらかじめお問合せの上
　お申し込みください。
●受講料（税込）
　ベーシックコース （2日間） ￥25,000+消費税
　ダイヤモンドコース （2日間） ￥25,000+消費税
　パールグレーディングコース （1日間） ￥12,000+消費税
　宝石鑑別コース （2日間） ￥30,000+消費税
●セミナー開催時間： 東京 10:00～17:00
 大阪 10:30～17:00（会場の都合により）
 博多 10:00～16:30（開講最低人数5名）
お申し込みは下記までお願いします
東　京　TEL03-3837-0855  FAX03-3839-1455
大　阪　TEL06-6245-5187  FAX06-6245-5197
博　多　TEL092-472-3038  FAX092-472-3046

中央宝石研究所各セミナー 2017
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