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自然のままで 美しいダイヤモンド

A12-48

第3種郵便物認可

A10-29

『Whiskey on the Rock』Pt950/18KYG Rough Diamond Pin
Roughdiamond.jp by SUWA, Booth No. A10-29 Phone: 03-5216-2811

業界にはサルものも追う勢いが必要!!
今年も年始から全力の村田宝飾!!
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No.

A15-08

ンナップする。購入しやすい価格設定で、現状のジュエ

リー需要をしっかり狙っていく考えだ。

さらには、JJFやIJT秋でも高い人気を誇ったベビー

パールを使ったジュエリーも充実する。品薄傾向で確

保の難しい高品質なベビーパールを独自のルートで入

手し、驚きの価格を実現している。また、デザインの豊

富さも魅力のひとつで、年齢を問わず注目を集めそう

だ。

もちろん、定番のピアスやパールジュエリーなど、エ

ンドユーザーにニーズの高いジュエリーから、香港ジュ

に携わる同社の全社員が、
ジュエリーを身に着ける喜

上真央さん、吉田羊さん、松下奈緒さん、沢口靖子さん

びを自ら感じ、推奨していく意気込みを全面に押し出

している。

IJTに出品される同社の多彩なジュエリーも、市況に

合わせた小ぶりでセンスが光るジュエリーが多数ライ

た新ブランド
「D plus

を組み合わせたドレー

エティーに富んだ、総

また、恒例のジュエリーベストドレッサー賞では、井

と、当代人気女優陣4名にオリジナルジュエリーを贈

呈するという。同社ブースで、ジュエリーを贈呈されて
微笑むファッションミューズたる女優たちを見るだけ

でも価値があるだろう。

輝きを最大限に活かし

は、マシーンチェーン

ディープラス」等、バラ

プにダイヤモンドの輝

合ジュエリーメーカー

きをプラスしたゴージ

桑山の強みを活かした

ャス か つ 繊 細 な

各シリーズ新作を発表

「Vetelueur ヴェトリ

する。

ュー ル 」シリーズ や、

また、使いやすさを

2016年のトレンドで

いれた「HARMONY ハーモニー」
シリーズ、今話題の

スを埋め尽くす。

特に、今年掲げるテーマ
「We love Jewelry」は、宝飾

I J T 2 0 1 6のブースで

カ ー の ㈱ 桑 山 は

ら注目を集める「ミネット」など、村田社長自身の厳し

IJTに向けた臨戦態勢は、昨年末から始まっている。

東 1 ホール

A3-20

最高級ダイヤモンドの

あるボヘミアン調スタ

い審美眼で選び抜かれた逸品が、IJT特別価格でブー
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総合ジュエリメー

エリーフェアでも圧倒的な人気のアンティークスタイ
ルジュエリー「ヴィクトリアンズ・ゲート」、若い女性か

村田宝飾に年明けののんびりした雰囲気はない。

職人技が光る「Vetelueur」から新ブランド「ディープラス」など
桑山の総合力を活かしたバラエティに富んだ各新作を発表

イルをふんだんに取り

３D技術を活用し３Dならではの構造美やコンセプト
を取り入れた新しいテイストのシリーズ、
３EX HCの

追求した引き輪シリー

ズ”Wao”6mmピック
型が新登場。長年の研

究を重ね、進化した "Wao" シリーズにも注目したい。
㈱桑山
TEL：03-3839-9880

ユーザー視点で生まれたロック式ピアスキャッチ

Booth
No.

エクミスの『クリスメラ・キャッチ』

A12-48

が“ユーザー視点で生まれたロック式ピアスキャッチ”

の
『クリスメラ・キャッチ』。

シャープペンの構造からヒントを得て開発されたこの

日本初「HRD Antwerp」主催、
ベルギー大使館後援による
「合成ダイヤモンドセミナー
（仮）」

キャッチは、
つまみを引っ張らないと外れることがない

ため、
なくす心配がなくなった。

1 月 21 日 14 時

昨今、HPHTやCVDなど宝飾用クオリティの合成ダイ
ヤモンドの技術は著しい発達をみせ、生産量も増加してい
ることを受 け、世 界 最 大 のダイヤモンド研 究 機 関で、
AWDC（アントワープ・ワールド・ダイヤモンド・センター）
が運営しているHRD Antwerpが、
日本初となるセミナー
を1月21日、東京ビックサイト会議棟で、
「 合成ダイヤモン
ドセミナー（仮）」
を開催する。時間は14時〜16時。主催：
HRD Antwerp、㈱AP。協力:㈱中央宝石研究所。後援：
駐日ベルギー王国大使館、㈱時計美術宝飾新聞社。
宝飾用クオリティの合成ダイヤモンドは、ポインターサ

イズだけではなく、メレーサイズやスターサイズも生産さ
れ、流通しているのが現状だという。
同セミナーでは、合成ダイヤモンドの技術に関する解説
と、それぞれの特徴と現状、天然ダイヤモンドとの識別に
関してのプレゼンテーションが行われる予定となってい
る。
申込み希望者は、組織名、役職、氏名、住所、E-mail、電
話番号を添えて、㈱APまで「HRDセミナー」
として、
ファッ
クス
（03-5818-0369）をお送りください。登録の完了は
折返し連絡する。定員に達し次第締め切る。

〜ツールや機械を通して常に新しい情報を提供する〜

情報のネットワークで強い「絆（BOND）」づくり
多くあること、そのことに気が付いていない人、
または気
が付いていてもまだどこか他人事のような人が多いのを
強く感じる。

Design by ㈱コカ クリエイション

ツールやマシーンはもはや販促物であり
CADの活用による販売は当たり前の時代に
SUZUHOでは、近年道具や機械から生産性をあげる
事はもとより、機械や道具から“販促につながる”提案に
力を入れている。特にこれからの日本は大量生産よりも
「付加価値」
のある販売に移るからである。
その中でも、近年、話題の3Dプリンターは少量多品種
という生産を可能にし、データーとするCADの能力のめ
まぐるしい変化に注目している。それは、
ジュエリー業界
にとって大きな販売の変化に繋がっていくからである。
もちろん 、既 に 利 用している 会 社 も 多くあるが 、
SUZUHOが日常の営業活動や各セミナーなどを通し
て、現在の使用例や今後の使用されるであろう方法の解
説や提案を行っていると、まだまだ大きく変わる要素が

高価であった3Dプリンターも間違いなく今後低価格
になり、
より身近な道具になる。3Ｄプリンターが可能に
した少量多品種の製造は、そもそも機械化することが難
しかった業界にとって
最も重要とされている
「 一 個 物の制 作 (オン
リーワン）」
という提案
をより身近にし、短時
間・低コスト、さらに
は、よりイメージ 通り
の商 品を作り上 がる
ことができる。

販売から製造、業界の若者人材の確保まで
業界の新しい活性化にもつながる
オンリーワンデザイン、
リフォーム／リモデルにこれか
らは当たり前のように対応できる。
特にバーチャルカタログは、近年発達したCADのレン
ダリング(写実的表現）機能などのリアルな画像を使って
の提案で、在庫を持つことなく新作のイメージを容易に
伝えることを可能にしている。

８ｋｇまでロックすることが出来るこのキャッチ一つ

あれば、
ほぼすべてのサイズのピアスに使用出来るとあ

って、高額なピアスの需要家にとって好評されている。
ピアスユーザー調査で４人のうち３人がピアスのキ

ャッチのゆるみが原因で紛失した経験を持っているこ

しかも素材が、手術用具や骨折時に体内に埋め込

むボルトに使用するサージカルステンレスを使用して

いる為、丈夫で壊れにくく、
アレルギー反応を起こしづ

とが分かった。

らく、安心して使われている。

たくない」
との声が聴かれている中で登場したのがリ・

㈱エクミス
TEL：03-5688-6081 http://www.ecmis.jp

だから
「高いものは買わない。大事なピアスは着け

ジュエリー企業とのジョイント展開を図る㈱エクミス

バーチャルカタログ
続きはこちらから
これにより、今まで考えることの
できなかった画期的な早期提案の
コマーシャルや商談を可能にし、BtoB BtoC のどの分
野においても、短時間かつ的確に商談を進めることが可
能になるだろう。かたや、CADの急激な普及に伴い、現
在はCADオペレーターの人材不足に陥っている。
これ
は、就職の厳しい若い人材を積極的に業界に入れる事
で対処も可能となり、
これからの新しいカタチのジェリー
デザイナーが業界で活躍することを望むべきだ。
この様
にCADの普及は製造側、販売側、人材の確保など、おの
おので特徴を発揮できるTOOLとなり、業界の新たな活
性化をもたらすと考えている。

従来の常識を変え時間の短縮という
見えない利益を生み出す
また、今回のSUZUHOブースでは、CAD以外にもいく
つもの話題のアイテムを紹介する。
長いこと業界を悩ませてきたリングのサイズ問題は、商
品に傷を与
えることなく
非 接 触 にて
自社の規 定
に 沿 った 検
品が可能な
「サイズ測定
器 」、さらに
高精度な「サ

価格：￥5,000＋税
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A31-50

鈴峯：03-6859-0085

イズ棒」
や
「リングゲージセット」
も本格的に発売する。
業界を変えたレーザー溶接機は買い替えの時期に入
り、買い替えを考えている方には「無料貸し出しキャンペ
ーン」を、また、買い取り、地金の基準を統一化するX線
分析装置の新製品の発表に興味のある企業様へ「無料
貸し出し機」
を用意している。
CVDの対策には、簡単に測定できるD-SCREENも販
売、又簡易型測定器以外でも今後もっと踏み込んだ機
械の販売も予定している。

共存共栄こそすべての原点
その他、SUZUHOの全体的な取組として、
「 絆プロジ
ェクト」
を実施予定。
（「絆プロジェクト」
は）機械や道具を
通じて業界のネットワークを効果的に広め、厳しい時代
を各企業が得意分野を生かしてお互いがWIN−WINの
関係を築いていくという趣旨をもっている。
IJTブースでは機械やTOOLを効果的に使いこなすユ
ーザーをゲストに迎え、
より実践的な特徴や使い方など
の声を聴くことができる場をつくる。
また、機械購入目的
でない人に関しても、機械を使いこなす企業のPRから、
協力し合える仲間をみつけるきっかけを作るような仕掛
けを展開していく。
SUZUHOでは本年新しく掲げた社是「絆（BOND）」
の基、グループ企業のスクール事業も含め、共存共栄の
精神の一環として、お客様に貢献できること、そしてそれ
が業界活性の一助になればとの思いで展開していきま
す。ぜひSUZUHOブースへ足をお運びください。

