
　SUZUHOでは、今年も色々な情報の収集の場として、
多くの見どころを用意している。
　近年、商品を見るユーザーの目も厳しくなり、販売側もよ
り一層厳しい検品を強いられている。その為に検査機や検
査機材関連などの新機種にも注目が集まる。宝飾業界で最

も大きな問題となっているのが合成ダ
イヤモンドの混入問題である。これは
ダイヤモンドの流通の仕方を大きく変
えてしまうことにもなりかねない。
　刻印だけに頼っていた地金の成
分分析も蛍光X線の登場で、信頼度
も高まりつつある。リングサイズの均
一化対策として、非接触にて簡単に
サイズや真円度を測定できる計測器
や高精度サイズ棒、サイズリングな
ど、厳しい検品に対応する機械や道
具を豊富に用意している。
 

変形したリングに簡単刻印‼コンピューター刃物彫刻
機の新製品！

 ギフト製品や記念品などへの刻印は、思いを込めるジュ
エリーにおいて大きな販促につながるもの。彫刻機も最近
はレーザー彫刻に注目しがちであったが、刃物による彫
刻機は廉価である上に、レーザーには無い特別な価値観

の仕上がりを醸し出す。
　この度、その彫刻機に
画期的な機能が追加さ
れ、特に需要の多いリング
彫刻などに威力を発揮す
る。独自のスキャン法は従
来できなかった変形した
リングにも対応‼簡単、綺
麗、スピーディーと3拍子
揃い、工場に限らず店頭
や催事現場などでも簡単に刻印サービスが可能になった。
 

CADよる製造から販売に
おける今後の流れも大き
な変化の時、同時に３
DESIGN CADシリーズ
は値下げの傾向に!

 業界でもかかせなくなった
CADは、作りの要素から販
売の要素へ幅を広げてい
る。当社が取り扱うフランス
製のソフト3DESIGNから
は、新製品の3Dスキャナー

を使用した新機能紹介はじめ、店頭向けのソフトウエアー

「３DESIGNプレイヤー」を本格的実用ベースとして発表
し、デモンストレーションを行う。このソフトウエアーには
あらかじめデーター提供側で作られた何百通りにもアレン
ジ可能なデーターを、お客様と対話形式でデザインを仕上
げていく仕組み、これにより店頭の販売員でも簡単に操作
が可能、店頭でオリジナルジュエリーを短時間で提供でき
る事になる、これは今後の販売ツールとして大きな武器に
なることだろう。さらに嬉しいことに、日本でもメジャーにな
った「３DESIGN」は、着実に販売視野を世界に拡張し、
3DESIGNシリーズに関しての値下げを断行、より一層身近
に手に入れやすくなる。プライスなどは、SUZUHOのホーム
ページで確認を。

3Dプリンターだけでは生きられない時代、より複雑化
する機械には教育がカギ

 CADの制作も3Dプリンター
の登場で大きな変化を遂げて
いるが、だいぶ飽和状態の傾
向にあり、これからはより多彩
なニーズが求められる。3Dプリ
ンターの勢いにて影を潜めて
いるCNC（コンピューター旋
盤）は3Dプリンターとは違う大
きな可能性を秘めている。現
在、日本の宝飾業界における
CNCなどに代表されるマシン
加工は非常に貧祖で工場も少
なく、欧州はじめ中国などのアジア諸国よりも劣っている現
状にある。比較的簡単に使える３Dプリンターに対して、加
工が難しく専門知識が必要なCNCはある意味放置状態。

そこで、SUZUHOでは、関連会社である日本ジュリーアカ
デミーによるCNCの実践的な教育カリキュラムを連携させ
ることで、問題の克服とニーズに対応する仕組みを整えた。
　近年CADなどに代表される機器は従来の工作機とは
違い複雑な知識が必要になる傾向、使いこなしまでをい
かに短縮するかが最大の任務と捉えている。そのために
教育という概念はとても重要なものであると考えている。
同様に毎年人を集める洋彫りGRSグレーバマックスの本
格的教育コースも開始する。

ユーザー同士のコミュニティーの重要性「絆プロジェク
ト」を引き続き展開

　「絆プロジェクト」は昨年のIJTからスタート、SUZUHO
が販売した機器を効果的に使うユーザー様に製品PRの
協力いただくというもの、もちろん参加企業は同時に自社
のPRもできる場となり、企業間同士の新しい繋がりをつく
る切っ掛けを作る場となる、鈴峯では共存光栄こそがお
客様はじめ業
界に役立つこ
ととして、今後
も活動を継続
していく予定
ぜひ情報満載
のSUZUHOブ
ースまで足を
お運び下さい。

道具や機械を通して製造から販売まで、
製造機器、機材という観点だけでなく
販売促進につながる提案に力を入れている
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　センチメンタルバ
リューをテーマに、従来
の3R（リフォーム、リペ
ア、リサイクル）だけでは
ない、新しいリモデルビ
ジネスを提案している。
また、世界で唯一雪の
華の指輪に想いを込め

た「スノープレシャスダイヤモンド」にも注目したい。

新しいリモデルビジネスを提案
㈱エクミス

Booth
No.

A4-34

　希少価値の高い
カラーストーンジュ
エリーをはじめ、バ
ラエティに富んだ商
品を多数取り揃え
ている。会期中だけ
の特価コーナーも
いつも人気となって
いる。

希少価値高いカラーストーンが
多数揃う
㈱カワサキ

Booth
No.

A7-20

　直営店を銀座にもつ
㈱アベジュエリーは、わ
かりやすさと選びやすさ
を兼ね備えた定額制リ
ングシリーズ「いい夫婦
ブライダル」をはじめ、
多彩なブラダル商材を
用意。OEM・ODM対応
も可能としている。

定額制リングシリーズ
「いい夫婦ブライダル」
㈱アベジュエリー

Booth
No.

A6-20

　スウィート系からエレガント系、定番の高品質ダイ
ヤモンド製品など、様々な年代のユーザー様に対応

できる他にはないオ
リジナル商品の新作
を発表する。また、前
回も注目を集めた
GaGaMILANOの新
作ジュエリーを多数
展示する。

他にはできない拘りのオリジナル商品
㈱丸善

Booth
No.

A4-02

　地金専門店としてジャパンメイドのマシンチェーン
を多数揃える。
デザインネック
レスも豊富に揃
え、太さや長さ
などあらゆる
ニーズに応える
べく幅広い商品
がみつかる。

マシンチェーンなど幅広く取り扱い
㈱オーロラ

Booth
No.

A15-20

　自社工房で研磨する
高品質の宝石を提供。
希少なファンシーカ
ラーゾイサイトルース
やNEWカットサンプル
など多数の新作が展示
される予定となってい
る。OEM・ODMなどの
企画対応もしている。

希少なルースや最新カットなども登場
㈱シミズ貴石

Booth
No.

A15-49

　日本産 血赤珊瑚のトッ
プクラスのみに拘る。
30mmアップの大粒丸玉
リングや可愛いライトジュ
エリーなど幅広く取り揃
えている。

日本産 血赤珊瑚のトップクラス
㈱望月宝飾

Booth
No.

A28-29

　中品質から高品
質のルースパール
及びネックレスを取
り扱う。特に高品質
の真珠は世界中の
有力バイヤーから
の高い評価を受け
ている。

幅広い商材と企画を揃える総合商社
㈱新栄商会

Booth
No.

A26-01

　ジュエリーウオッチ
「JORKER」とアンティーク
ウオッチ「ORLAND」どち
らもホテル催事から店内催
事、アパレルブティックと幅
広く対応可能。長年培う自
社工房でアフターメンテナ
ンスまでサポートする。

様々な催事で人気の「JORKER」
㈱パズル

Booth
No.

A5-30

　チェーンメーカーならではの豊富な品揃えで自社
オリジナルの
チェーン、パー
ツを使用した
デザインネック
レス、ピアスな
ど材質種類と
もに多数用意
している。

チェーンメーカーならでは
豊富な品揃え
中川装身具工業㈱

Booth
No.

A24-14

　集客商材から
ハイジュエリーま
で多数の商材を
揃え、ダイヤ、カ
ラーストーン、
パールなど村田に
来れば何でも揃
う。全商品超特価
で提供する。

2017年の新作を多数発表する
村田宝飾㈱

Booth
No.

A15-08

　日本ジュエリー大
賞を獲得する製造力
はじめ、銀座に直営
店を持ち、掘り出し物
のルースも持ち合わ
せているが、その総合
力を活かした「休眠顧
客」を掘り起こす販売
企画も提案している。

「休眠顧客」を目覚めさせる企画提案
アンブローズアンドカンパニー㈱

Booth
No.

A23-31

Booth B7-48No.

新型刃物彫刻機

サイズ測定器

昨年のブースの様子絆プロジェクト7

CNC加工機

3DESIGNCAD

Booth No
A12-13

Booth No
A9-43自然のままで 美しいダイヤモンド

淡いグリーンの正八面体原石4.02ct（ギニア産）

2016年ラフダイヤモンドジュエリーコンテスト最優秀作品
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『ミューズへの贈り物』
Pt950 アンゴラ産1.44ct
K18 アンゴラ産1.77ct


