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新春からオンラインで「ニューイヤーSUZUHOセール」をスタート
SUZUHO ブース No.18-41

IJT会場を含む３会場で、ゆったりと目的別の情報を提供（詳細は左側のQRコードから）

オンライン授業では
「CAD」
「洋彫り」
「研磨」などSUZUHOの新しい試み
新型ウイルスによる非常事態宣言が発令し誰もが想像もしない経験を強いられた2020年．
感染防止と
経済の落ち込み防止の両方の観点から、
人も企業もどう生き延びるかを模索する中、
私たちは皆様のご商
売の繁栄に機械や道具を通してお役に立っていかなくてはいけないと考えております。
それは究極の効率化
を図り、
ニューノーマルをいかに作り上げるか、
そしてそれを実現していただくためには、
コロナを理由に情報
提供を断念することはできません。
コロナだからではなくコロナ禍であっても、
むしろコロナだからこそより良
い提案をしていきたいと思っております。
2021年のスタートに当たりSUZUHOではそんな気持ちで、
より一層の新しい試みにチャレンジい
たします。是非ご期待ください！
まず2021年の新春から、今年の皆様の発展を
祈念しまして
「ニューイヤーSUZUHOセール」
を
スタート。IJT最終日の1月16日まで実施します。
今年は極力
「密」
を避けるために、SUZUHO
ECサイト
「SUZUHO TOOLSHOP オンライン
サイト」のみでのセールになります。オンラインの
特設会場にはSUZUHO公式メルマガから入場
できます。又SUZUHO公式、Facebook、
ツイッ
ター、インスタグラムなどのSNSサイトからもセ
ールの特典やお買い得情報、
またIJT情報なども
随時配信していきますので、ぜひ忘れずにチェッ
ク願います。
またIJT
にご 来 場
を予定して
いる方々に
つきまして
は 、I J T 持
ち帰り事
毎年多くの人で賑わう SUZUHO ブースだが今年は分散
前注文特
典などもご用意！当日の混雑を緩和し、IJT会場
からスムーズにお持ち帰りできます。
ぜひお正月明けは極力不要不急の外出を避
けられる「SUZUHO TOOLショップ」
でのお買
い物をお楽しみいただけたらと思います。
さらに、
ご好評いただいております動画のサイ
トやユーチューブチャンネル、Vimeoによるウェビ
ナー等々、
これからのニューノーマルに備え非対
面においても皆様に情報をお伝えできる仕組みを
より充実していく予定ですのでご期待ください。
SUZUHO̲LINE

twitter-Jewelry̲tool

オンライン授業

1）第一会場：IJT２０２１会場（青海国際展示場）

青海ブース

例年常に熱心な顧客でいっぱい

２）第2会場:SUZUHO本社（日本ジュエリーアカデミー）

■IJT国際宝飾展2021を含む３会場から
同時に情報を提供
１月13日から16日までの4日間は、日本最大の宝
飾見本市、恒例のIJT国際宝飾展に今年も出展しま
す。
コロナの影響で、1年振りの出展となる今回のIJT
では、密を避けるため試行錯誤した結果、3会場を使
用します。
３つの会場に分散することで、コロナ感染
防止対策を万全にしつつ、例年より更に充実した情
報を皆様にお届けすることが可能になりました。
国 際 宝 飾 展（ 青 海 会 場 ）を拠 点に、大 型 機 械は
SUZUHO東京営業所（東京上野）、教育・セミナー会
場をSUZUHO本社併設日本ジュエリーアカデミー
（東京品川）に分散します。従来は会場内ですべて行
っていましたが、結果的に皆様がゆったりと目的を果
たすことができる方法になりました。ぜひその内容を
じ っ くり
確 認 いた
だき各 会
場 に足 を
お 運 びく
ださい！
さら に
IJT会場
で は 、御
オンラインロボ
徒 町 会
場、
日本ジュエリーアカデミー会場の様子がわかるよ
うオンラインにて展示機械を見ることも可能です。ま
た両会場に設置する「リモートワークロボ DOUB
LE3」をIJT会場で操作することで別会場に行ったか
のような体験ができます。

IDEAL®の厳格な輝きのためのプロ
ポ ー ション 基 準 を 確 立しました 。

ジュエリー加工に必要な消耗工具や加工機材の中堅機材までをデモンストレ
ーションなどを交えて展示即売いたします、
またIJTの会場からリモートで他の2会場の様子をご覧いただくことができます。
万が一第一会場にないものがあればリモートでご説明、御商談も可能、内容に
よっては両会場へとご案内いたします。
◎主な出展内容 研磨・表面処理/彫金/宝石研磨/ヤスリ・手工具/測定工具/ロ
ー付け・溶解 ワックス 鋳造/店頭ケア・販促用品等の製造加工に必要な消耗品か
ら店頭に必要なケア用品、工作機器等
上記のデモンストレーションや、稼動説明など。
多数取り揃えて展示販売をいたします。
◎セミナー・講義・イベント 各種メーカーによる説明/デモンストレーション/製
品即売/ネットセール引き取り/etc

本社セミナールーム

本社 JJAC 彫金教室

第2会場SUZUHO本社（日本ジュエリーアカデミー）
は教育をメ
インにした会場になります。
当日は様々なセミナーが開催されます。
又関連会社の日本ジュエリーアカデミーでは1月から本格主導
するオンライン授業を開設予定でその内容につい
てのPRなども行います。
人気のセミナーはアカデミー会場に ◎日本ジュエリーアカデミーオンライン授業スタ
ート予定 CADクラス/洋彫りクラス/メイキングクラス/写真撮影ワークシ
ョップを予定・今後は研磨もスタート予定です。
◎セミナー・講義・イベント ３DESIGNCAD初級セミナー/３DESIGNCADユ
ーザーレベルアップセミナー/GRS洋彫りセミナー
（初級）
手取晋一洋彫り講座
/写真撮影講座/日本ジュエリーアカデミーメイキング、宝石研磨授業見学会&
体験会/日本ジュエリーアカデミーデザイン講師によるデザインワークショップ
等を予定しています。
少人数でじっくりと落ち着いてセミナー受講ができます。
また各セミナーはライブ配信も予定していますので万が一外出できなく
2021 年開講のオンライン授業
なった場合でもご自宅から受講ができます。

３）第3会場:東京営業所兼ショールーム
（御徒町）

第3会場ではSUZUHO御徒町のショールームにて大型設備機器
などを中心に皆様をお迎えいたします。基本はアポイント制にて密を
避けゆったりとした中でお目当ての機械をゆっくり見ることができま
す。
もちろん専門家やメーカー応援なども充実させデモンストレーシ
ョンやテストサンプルづく
りなどもお受けいたします。
大型機は東京営業所に
◎主な展示機器 ドイツCOHERENT社製レーザー溶接機各種/
ドイツACI社製レーザーマーキングシステム
（レーザー彫刻）/フランス GRAVOTECH社製
レーザーマーキングシステム（レーザー彫刻）/日本エイシン技研製鋳造機、回転電気炉、真
東京営業所
空ワックスインジェクター/ドイツSPECTRO社製 非破壊X線分析装置
◎イベント等 各メーカーによる説明/各メーカーによるデモンストレーション
事前にサンプル加工依頼なども可能です。
以上3会場にて、
コロナ禍ではありますが改めて情報を知りたい方、
ご購入検討の方、
いろいろな知識を増や
したい方など様々な方がゆっくり商談のできるスペースを確保し、皆様のお越しをお待ちしています。

業界復活に向けてIJT2021を盛り上げる村田宝飾

IDEAL®の外観で特に特徴的なのは、
フェイスアップで観察したときに見え
る、
テーブルとスターのファッセットラ
インが描くIn-Bow（内反り）のシル

50周年を迎えたIDEAL®、
その魅力と、品質を支える技術
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きを持つダイヤモンドであるとも言えます。その裏には
同社の『常にその時代の最も優れた技術を取り入れる』

また、58面体のラウンドブリリアントカットでありな

という、IDEAL®に対するポリシーがあるからです。
ブラ

がらダイヤモンド自体に特別な個性と価値がある為、素

ンド誕生当初、
まだ日本ではカットがあまり重要視され

材ブランドとして他社ブランドの枠デザインと組み合わ

ていなかった時代に、世界中のトップの研磨工場でテス

せて使うことができるのも大きな特徴です。

トカットを実施、その中で最も優れた技術を持つ工場
で、最高のカットのダイヤモンドの提供を始めました。

IDEAL®は、
これからも常に最先端のテクノロジーを
取り入れ、最高の輝きを追求し進化し続けます。

その後、
イスラエル、Sarine社のダイヤモンドプロポー
ションスコープをいち早く導入、
テクノロジーによる正確
で 完 全 なプロポーション管 理 により、同 社としての

◆ブランドのお問い合わせは
takuya-ito@ap-diamond.comまで。

厳しい状況が続く中でも、宝飾小売店専用のネット
ショップ「MNS」の立ち上げや、
マスクピアスなどのオン
リーワン商品の開発など、
さまざまな新たな挑戦を続け
ている村田宝飾。今回のIJTでも自社工房で培ってきた
技術を結集し、CADを駆使したIJT向けの新作ジュエ
リーを製作し会場で発表する。
中でも、オーバル石を使用し、宝石の頭文字をとって
意味を込めた一文字リングは特に注目だ。材料のカラー
ストーンの調達は海外からの買い付けが困難な中、長
年のコネクションを活用することで可能となった。

『DEAREST（最愛の人）』

D/ダイアモンド、E/エメラルド、A/アメジスト、R/ルビー、
E/エメラルド、S/サファイヤ、T/トパーズ。

『REGARD（敬愛）』

R/ルビー、E/エメラルド、G/ガーネット、A/アメジスト、

R/ルビー/、D/ダイヤ。

『ADORE（大切な人）』

A/アメジスト、D/ダイヤモンド、O/オパール、R/ルビー、
E/エメラルド。
ジュエリーに意味と精神的価値を盛り込んだこうした

メッセージリングが、今のユーザーにどのようにリーチす
るか注目される。
他にも、
自分の所有するペンダントトップを一味違っ
た表情で活用できる実用的なアイテムとして、新型バチ
カンも登場。
また、上質のベビーパールを使った耳回り
の新アイテムも多数登場。
ピアスの他、以前商品化した
際は時代を先取りしすぎて反応薄だったイヤカフスもリ
バイバル登場。
その他低価格帯から高額帯までIJT用の
新作が毎日入荷しており、
こんなときだからこそ決して手
を抜かずに、顧客とともに復活を目指す村田宝飾の姿に
は、業界のひとつの希望を見る想いがする。

