
簡単に着脱できるマグネット式にして、
留め金を無くしました。多彩なカラー
と素材展開で、どんなスタイルにも対
応できます。

http://www.sunchalaine.com

金具のないネックレス

家庭用永久磁石磁気治療器

ULTRA Neo®は当社の登録商標。商品は当社の特許製品。模倣行為は違法であり、禁止。

〒110-0005　
東京都台東区上野5-16-16 天美ビル3階
TEL:03-3836-5800　FAX:03-3836-5850
E-mail:info@sunchalaine.com

　コロナ後、宝飾業界初となる国際宝
飾見本市「第24回神戸国際宝飾展
（IJK）」は、活発な販売と商談の場にす
べく、主催者であるリードエグジビショ
ンジャパンが、あらゆるコロナ感染予
防策を講じると共に、バイヤー誘致な
どにも力を入れている。

　徹底して「買ってくれるお客」を
誘致するため、全国の有力小売店
100社を特別招待するほか、在日

中国人のソーシャルバイヤー600名を
来場誘致するとしている。
　また、展示会場内での販売・商談に
加え、新たにオンライン商談サービス
「IJK出展商品販売サイト」を会期中限
定で特別に実施し、会場に来られない
バイヤーにも対応。2000名の中国人

バ イヤ ー が
Wecha tを活
用しオンライン
で商品を仕入
れられるほか、
日本全国のバ
イヤーも購入
が可能となる。
販売サイトは出
展社に限り、1
社30製品まで
掲載が可能と
なっている。

　「大切な人
や家族への思
いをかたちに」
を理念に、宝
飾品から化粧
品・日用雑貨
の製造・販売
を行う㈱オリ

エンタルダイヤモンド（東京都中央区、
田中健二CEO）は、天然植物抽出エキ
ス100％、アルコールフリー、塩素系不
使用で、手肌や体にも優しく、赤ちゃん
からお年寄りまで安心して使用できる
除菌・消臭スプレー「ファミリープロテ
クト」の販売を開始した。
　ファミリープロテクトは、殺菌・抗菌
作用、ウィルス抑制作用があると言わ
れる青森ヒバ・紀州ヒノキ・ユーカリ精
油・酸化還元イオン水（銅・亜鉛除菌
水）が原材料。製造過程で一切化学薬
品を使用せず、化学処理もしていない。
また、フィトンチッドの働きで、臭いの元
を中和分解。ヒノキの香りで、森林浴効
果もある。
　ウィルスに加え、様々な細菌やカビ

なども発生・繁殖する季節において、高
い除菌や抗菌の意識が必要となる中
で、「ファミリープロテクト」は、安心安
全な除菌消臭スプレーとして使える。
「ファミリープロテクト」に含まれる青森
ヒバ油（ヒノキチオール）は、菌やウィル
スだけでなく消臭効果もあり、防虫防
カビにも効果があるといわれているた
め、害虫を忌避したい場所や家中の消
臭、防カビ対策にも最適だ。
　なお、（財）日本食品分析センター
や、（社）東京都食品衛生協会などの
公的機関における動物実験において
も安全性が確認されている。納入実績
としても、国家機関、病院、福祉施設、
薬局、ホテルなどの多くの場所で導入
され、活用されている。価格は1500円
＋税（100ml）、生産国は日本。
　現在は、多数の要望により、詰替用
やディフューザータイプ、大きめの業務
用スプレータイプなども開発中。
▽問い合わせ＝㈱オリエンタルダイヤ
モンド／専用窓口［担当：相生、橋本］
＝0120-330-400。
https://www.orientaldiamond.jp/

　初夏のジュエリー業界
のビッグイベント「ROYAL 
Jewelry Collection（ロイ
ヤルジュエリーコレクショ
ン）2020」が今年も7月３
日、４日、５日の3日間、東
京プリンスホテル2階全
フロアーを借り切って開
催された。
　この消費者展は、ジュ
エリーの総合商社であ
る東京貴宝㈱（本社：東
京、政木喜仁社長）主
催で行われたもので、今年
で３８回目を数える宝飾業
界でも最大のイベントと称
されている催しだが、今年
は特に「新型コロナ禍」の

中での開催という事でジュエリー業界
全体から注目を集めることとなった。
　主催者である東京貴宝は、“来場者
の安心、安全”のために会場入り口を
狭めて一人ずつ入れるようにして発熱
を測定する“スクリーニングサマーズカ
メラ”を設置。監視する人と消毒スプ
レーで入場を則す等、新型コロナウィ
ルス感染予防対策の徹底で、安心して

買い物を楽しんでも
らう、今までにない会
場づくりで無事に

ビッグ催事を終了。胸を撫でおろして
いた。
　特に開催初日から東京での感染者
数が増え始める悪条件の中での開催
だけに、関係者の気の遣いようは想像
を絶するほどだった。

　主催者からは、「動員はコロナの影
響が大きく、当初から大きな期待は難
しいと考えていましたが、４月から３ヶ
月間、ほとんど商売ができなかった販
売店様からの要望も大きく、また仕入
先からも、このロイヤル会から頑張って
スタートしていきたいという声も多く、
なんとか開催にこぎつける事が出来ま
した」。
　更に「集客は前年の６割位となりま
したが、３日間共、来場されたお客様に
は楽しんで頂け、例年以上の買上げを
上げることが出来ました。また単価的
にも高額品が売れたお陰で、例年より

2000名の中国人バイヤーなどへ
「IJK出展商品販売サイト」を実施し
オンラインで活発な販売商談を目指す

　セイコーウオッチ㈱は、日本
を象徴する「ジャパンブルー」と
前向きな力を表現する「エナ
ジーグリーン」をアクセントにし
た特別なカラーリングで、日本
を応援する想いを込め、日本市

場にのみ投入するブ
ランド横断型の限定
モデル「JAPAN CO
LLECTION 2020」
として全7機種を7月
24日より同時発売す
ると発表。売り上げの
一部は日本赤十字社
の活動資金として寄

付され、寄付金は新型コロナウィルス
感染症対策を含む赤十字活動全般に
活用される。
　「セイコープロスペックス」「セイコー 
アストロン」「セイコー プレザージュ」
「セイコールキア」「セイコーブライツ」

「セイコーセレクション」「セイコー 5ス
ポーツ」の7ブランドからなる同コレク
ションの価格は3万円＋税～23万円＋
税となる。
　明治時代に日本に訪れた海外の
人々は、豊かな藍のグラデーションが
人々の営みに溶けこんだ光景を見て、
日本の美しい藍色を「ジャパンブルー」
と呼び称賛したという。
　同コレクションでは、日本人の心に
根差し、今日も様々な場面で愛される
藍色の中から、鮮やかさを持ちつつ、本
来の深みもあわせ持つ色を全機種のダ
イヤルベースに採用し、それぞれのブラ
ンドの特徴に合わせて「ジャパンブ
ルー」の世界観を広げている。
　「ジャパンブルー」のダイヤルやりゅ
うずには、「エナジーグリーン」でアクセ

ントを添える。この明るい黄緑色は生
命力、若々しさ、活発さ、前向きさなど
のイメージを想起させるといわれてい
る。ダイヤルカラーの「ジャパンブルー」
と組み合わさることで、スポーティでエ
ネルギッシュな印象をもたらし、ここぞ
という時に冷静さと踏み出す勇気を与
えてくれる特別なカラーリングになって
いる。

　日本ジュエリーアカデミー（JJAC）と
クラフトルームHAKATAによるタガネ
研磨・洋彫り！グレーバーマックス体験
講習会「第1回洋彫 Engrav ing -
Training Seminar in 博多」が、7月
23日に、人数制限をかけた会場講座
（クラフトルームHAKATA）と合わせ、
ライブ配信講座（YouTube Live）も同
時に行われる。
　今回は、東京と大阪で開催され好評
を博した貴重な洋彫セミナーを、九州
地方の要望に応えた形で開催するが、
新型コロナウイルス感染予防の観点か
ら、会場の参加者人数を絞る代わり
に、会場に来られない人などを対象
に、動画ライブを配信。質問などにも
“リアル”に応えていく。
　講師は、ハワイアンジュエリーの職
人として現地で経験を積み、伝統的な
ハワイアンエングレービングの技術や
デザインをベースに洋彫りの繊細な彫

りを融合させ、彫面の細かな金属面に
も繊細で立体的な加工を得意とする
Engraver、三村紀人さん。三村さん
は、ジュエリーのみならず、ナイフや時
計、ZIPPOなどに絵のエングレービン
グを施すカスタムオーダーなど幅広い
ジャンルで活躍している。
　講習会では、様々なタガネの形状や
奥が深い彫り技術を説明するほか、洋
彫りとは、ハワイアンジュエリーとの違
いはなにかなどについて、三村さんが
アメリカ・GRS社のGraverMaxの使い
方を含め解説する。GraverMaxを
持っていない人でも受講は可能で、初
心者から上級者にまで対応する内容と
なっている。
　受講は事前申込制で、受講料は会
場＝1万円（税込）、オンライン＝7000
円（税込）。問合せ・申込は、日本ジュエ
リーアカデミー＝03-5447-0038、
desk@jjac.co.jpまで。
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主要7ブランドによる横断型企画
売上の一部を日本赤十字へ寄付

エングレーバー三村紀人氏による
待望の洋彫りセミナーを博多で開催

7月23日13時、動画ライブも配信

オリエンタルダイヤモンド

第38回 
ROYAL Jewelry Collection
2020

安心安全の圧倒的な
除菌・消臭力のある
「ファミリープロテクト」を販売

高くなり、何とか目標に近い数字を達
成する事ができ、来年につなげる事
ができたと考えています」とコメントが
あった。
　出展商品の注目は、世界のセレブ
を魅了し美術品としても愛されるドイ
ツの名門宝石研磨会社「エミール・
ベッカー社」の作品数点の特別展示。
　同社は1630年に遡る歴史があり、
ドイツ西部イーダー・オーバーシュタイ
ン市近郊にある。厳選された宝石に美
しい彫刻を施し、卓越した技術の融合
により仕上げられた作品は、世界に一
つの宝石彫刻美術として名高い。
　入口正面で展開する「さくらダイヤモ
ンド」の特別企画限定品はじめ
「ECREVE（エクレブ）」では、センター
ストーン2.09ct、7.26ctのダイヤモド
ネックレスに加え、1.98ctのリングの
「螺旋」など数百万から数千万円の
ジュエリーが多数展示された。
 これだけ多くの集客をするイベントの
魅力は、主催者である東京貴宝が持つ

バラエティに富んだ商品力と企画力
で、特に華麗で幻想的な世界を生む
「氷の彫刻」はじめ美しい三重奏で心
躍るファンタジー「彩三重奏（いろどり
お）」は、会場に涼しさを運ぶ演出とし
て来場者から好評されていた。
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　私は食べ物の好き嫌いが激しいうえ
に食わず嫌いだから、料理のメニュー
は一年を通してほとんど変わらない。決
まったものを言わば毎日順番に食べて
いるような感じである。ちょっと珍しい
素材や料理に挑戦しようという意欲は
さらさらない。食べることに超が付くほ
ど保守的である。それで特に困ったこと
はないが家人（カミさん）からすると栄
養の偏りが気になるのか時々私が知ら
ないような手料理が食卓に乗ることが
ある。料理の本でも読んで作ったもの
であろうが、一口二口食して口に合わ

なければそのまま残す。が、だいたい文
句が飛んでくる。「せっかく健康と栄養
を考えて作ったのに」「寝たきりになっ
ても面倒見るのは嫌ですよ」「素材が
もったいない、お金と手間がかかって
いる、全部食してください」
　自分が家族のためを思い手掛けた
手料理が通用しないとき、作り手のス
タンスは三つある。
　ひとつは「文句を言う」という姿勢。
述べた通りで平穏であるはずの食卓に
乱気流が発生するか、食べ手の鷹揚さ
が試される場面が生じる。
　食べ手が食べないのなら素材、味
付け、調理過程を創意工夫して「おい
しい」といわれるまで何度でも作り直
す姿勢もある。家事という枠の中の話
ではあるが探究者の道につうじるもの
がある。もう一つが自分の料理センス
に見切りをつけてすっぱりと手料理を
やめることである。家事作業は幅広い。
掃除洗濯、諸々の整理整頓、買い物、
ごみ等の処理、縫物、日常品のメンテ

ナンス、子供や老人、ペットの世話、近
所とのコミュニケーション等々。万事に
精通して得意というのは難しいことで、
自分の中で得意と優先順位をつけて
家事に処する。これもひとつの姿勢で
ある。
　どうあるべきかという話ではない。も
しも家事という仕事をプロ意識でもっ
て取り込んでいたら、相手に「文句をい
う」というスタンスは取らないだろうと
思うのである。男女の形式的な平等が
家庭の中にまで及んできて育児休暇さ
え男性が取得する風潮がある。自分も
働いているのに夫はろくに家事を手伝
わないという不満がよくSNSに投稿さ
れている。家事という仕事が生活の中
でどんどんと軽く扱われてお互いの折
半で成り立つように位置付けられてい
る印象がある。確かに家事という仕事
は簡略化すればどこまでも簡略化でき
る。「亭主元気で留守がいい」のキャッ
チコピーは主婦とグウタラ精神があた
かも一対であるかのような誤解を生ん

だが、それでは生活が雑になり一日一
日の精神的な潤いが失われてしまうの
ではなかろうか。
　私には女性が家事に専念することは
男女の性的差異からいっても自然なこ
とに思える。「そうあるべき」とは言わな
いにせよ、世界を見渡して女性が社会
で働き男性の圧倒的多数が主夫をし
ている社会というのを寡聞にして私は
知らない。それは民主主義的平等性以
上に人間的自然に基づいた役割分担
が妥当性を持っているからであろう。
　一億総活躍社会なる標語のもとに
女性が背中を押されるように社会に進
出しているが、家庭の中で家事作業に
プロ意識をもって取り組む女性のあり
様ももっと評価されてもいいと思える。
　女性と家事労働とプロ意識を三位
一体で考えていくことはジェンダー観と
は別の自立した女性像に繋がっていく
道ではあるまいか。
　　　　　　　　　　　　　   貧骨
　　    cosmoloop.22k@nifty.com

家事作業を
考えてみた
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