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「天然ダイヤモンドにおけるプロセスエコノミー」 売に繋げて行く様になるでしょう。

ターに裏付けされたストーリーを見せる事で販
デジタル化の行く末は、ハウスグレーディング

今年もCovid-19によって計画を全て変更さ

レンレイバー等の問題をクリアにするだけではあ

という考え方になります。豊富な4Cデーターは、

せられた一 年 だったかと思います。世 の中は

りません。天然ダイヤモンドはラボグロウンダイヤ

AIによって管理決定される為、計測機器があれ

zoomが一般的なツールになり、WEBでの買い

モンドとは異なり30億年という眠りから覚めるス

ばどこでも鑑定書ができるのです。つまりそれぞ

物が日常になりました。
テクノロジーなくしては生

トーリーから始まり、いろんな国々を渡り研磨さ

れの会社で計測機器があればグレーディングが

活がしにくい環境となり、ニューノーマルというス

れて最終的に日本に入ってくるという流通過程

でき、
どこで計測しても同じ鑑定結果が出るとい

タイルが定着した様に感じた方も多かったので

そのものがストーリーであり、
プロセスエコノミー

う事になります。今年から益々デジタル化の波は

はないでしょうか？

となって価値を生み出しているのです。

押し寄せてきています。

この天 然ダイヤモンドのプロセスエコノミー

昨今、天然ダイヤモンドは原石の高騰により、
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今後はポリッシュの価格が大きく変わると言われ

は、ラボグロウンの登 場によって加 速されたと

販売においてもデジタル化したダイヤモンドの

ていますが、ただプライスが上がるだけだと、今

言っても過言ではないでしょう。
プライスの違い

プロセスエコノミーはSNSと相性がよく、お客様

まで通りに売り上げが取れない状況になる可能

はまさにダイヤモンドが世界を旅してきたからと

にダイレクトに届きます。

性があります。

言えるのです。

特に、インフルエンサーはアフィリエイトでは

しかし、天然ダイヤモンドが天然であるがゆ

また今年は、
これらダイヤモンドにおけるプロ

安定した収入が難しくなってきている為に、個人

えに持つ付加価値を以前には無かった形で表

セスエコノミーは全てデジタルによってスマホで

でブランドを立ち上げて販売していく、いわゆる

現する事により、
プライスが上昇しても価格＝価

見る事ができる様になるでしょう。
デジタルにより

P2Cが主流になるでしょう。ダイヤモンド販売に

値のバランスが取れていくのではないかと考え

個々のダイヤモンドのストーリーを説明できる様

おいてもSNSを利用しなければ先が無いと言っ

ます。

になります。4Cだけではなく、輝きの評価や内包

ても過言ではないと考えます。天然ダイヤモンド

物等も、見て確認する事ができ、お客様にとって

において、
プロセスエコノミーをどう表現して販

二つとない自分に合うダイヤモンドを選ぶ事がで

売に繋げていくかが、今年の大きな課題となるの

きるのです。

ではないでしょうか。

ダイヤモンド業 界では、ティファニー 社がト
レーサビリティーのリーダーとして、
どこよりも先

既にタブレットなどを用いて接客をしている小

今年は本当の意味で、ダイヤモンドは価格を

行なっています。
この流れは進んでいくでしょう。

売店が多くなってきましたが、お客様がエンゲー

下げるのではなく、価値を上げる努力をしていく

産地を明確にしていく事はコンフリクトやチルド

ジリングを選ぶ際に、
ダイヤモンドの説明はデー

時にきているのです。

駆けてダイヤモンドの原産地や流通の透明化を

低コスト・スピーディーを可能とし、
OEMやパーツの提供を開始
豊富な新商品もIJT2022で発表

JEWELRY MIURA
IJTブースNo.
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をしながら作っていたため

独自の技術と感性で育み、4色目のゴー

に製作に時間とコストがか

ルドとも呼ばれる日本生まれの素材パープ

かっていたが、新工法では、

ルゴールド
（18K）を研究・開発した、宝石・

プラチナとパープルゴール

貴金属の輸入、製造、卸の㈱ジュエリー・ミ

ドが混ざり合い、丈夫で軽

ウラ
（東京・御徒町、三浦文嗣社長）が、パー

プルゴールドに関わる2つ目の特許を2021

く低コスト、そして大幅にス
ピーディーな商品開発が可

年 9 月に 取 得 。新 特 許 技 術「 W i r e W o r k s 」
（第

能になったことにより、OEMやパーツの提供にも力を

ルジュエリーブランド
「Cierin（シーリン）」の新商品を

昨年の12月には、最新のレーザー加工設備を導入

誰もが少し頑張れば手に入れられるようになっ

豊富に開発し、IJT2022（24-17）で発表する。また、

しており、従 来は鋳 造 後に磨き加 工 程 度しかできな

皇族や華族のものだった。一般的には高度経

ルドを使った新コレクションも発表。魅惑的な色合いの

様々なアイデアによって、
これまで以上のデザインや新

スタートと考えられるのだが、それからわずか数

パープルゴールドと紫金のジュエリーは必見となる。

「Wire Works」はプラチナとパープルゴールドの融

点の違いを生かした新特許技術で、従来の工法では新

たな形状を作る際に一つ一つ型を作り、強度チェック

かったことでも、
レーザーによる彫りやマーキングなど

たな商品の開発を行っている。

Present
HPでユーザーアンケートを実施
消費スタイルを分析し業界に還元

■応募方法
■H P
■締め切り
■発 表

広めたいと願う熱い思いがあった。

③時計の文字盤の色で好きな色
黒、
紺、
青、
水色、
グリーン、
白、
シルバー、
ピンク、
赤、
その他
④⑥時計の好きな機種は
電波、機械、
ソーラー、
３針、
カレンダー付クロノグラフ、
その他
⑤目覚まし時計に求める機能は
デザイン、文字盤の色、音量、時間の見易さ、
本体の大きさ、
アナログ、
デジタル、

枠素材、耐久性、その他

⑥クロック贈答シーンは次のどれですか

入学、卒業、就職、結婚、新築、開店、
誕生日、
クリスマス、
その他

ンドビジネスをゼロからスタートし、
どのように
ダイヤモンドを広めようかと試行錯誤してきた
一員の一人である。

石田氏は理念に
「ダイヤモンドは輝きが生命」

を掲げ、NY、ヨハネスブルグ、アントワープを中

心にカットを追求。1960年にダイヤモンド
の輸入を開始し、ダイヤモンドの国

際 的ビジネスを提 言 。1 9 7 1 年

に、独自のカット「アイデアル・
カット・ダイヤモンド」を開発す
るなど、現在も現役でダイヤモ

ンド一筋の人生を送っている

人物だ。

ダイヤモンドの輸入自由化から

録である。発行元は静人舎。

注文はAmazon。定価：本体1800円＋税（195頁）。

シチズン時計(株)

1名様

● SHEEN
Radio Controlled Model
SHW-7100TG-7AJF

小型サイズのチタンモデルです。

カシオ計算機㈱

10種類の鳥のさえずりからアラーム音を選べます。
柔らかい自然を表現した小ぶりで見やすいアナログタイプで毎日のお目ざめ
を心地よく。

んできた業界のパイオニアが語る貴重な記

￥45,100（税込）

￥52,800
（税込）

2名様

60年、
日本独自の市場を切り開き育

（EW5543-54A）

上品でエレガントな印象に仕上げた

¥3,850（税込）
セイコータイムクリエーション
（株）

著者の石田まさひら氏は、60年前にダイヤモ

豪華でエレガントな長角ケースが魅力の

丸みのあるベゼルと一本足形状の

●セイコー クオーツ目ざまし時計
QM749W

が、
この
「ダイヤモンドの履歴書」
である。

エコ・ドライブ新モデル

メタルバンド採用により、

プレゼントのアンケート

②腕時計を買う際に重視するポイントは
（複数回答可）
ブランド、
デザイン、
価格、
電波受信機能、
ソーラー充電機能、
クロノグラフ、
素材、
サイズ、
耐衝撃性、
見易さ、
その他

いく後輩たちへ宛てたエールとして書かれたの

●シチズン クロスシー

￥45,100
（税込）
セイコーウオッチ(株)

本紙ホームページを開き、
アンケートの回答を記入のうえ、
応募してください。
http://www.e-tkb.com
令和4年1月末日
「W＆J today」2月15日号及びホームページ

①機械式時計と電波時計、
どちらがお好みですか
機械式時計
電波時計

いできた仲間たち、またこれから業界で生きて

1名様

●セイコー ルキア
ソーラー時計
SSVR132／ソーラー

時計美術宝飾新聞社「W＆J today」
では、
ホームページを活用してユーザーアンケートを随時実施し、
多様化する消費者意識を分析、
その結果を業界に還元しています。
アンケート結果は商品開発、市場動向
把握にも役立つものとして、
毎回、
関係方面から期待されています。
今年の幕開けにあたっても、
このユーザーアンケートを行ないます。
なおアンケート実施に際しては各企業にご提供いただき、豪華プレゼントを用意しました。
ご協力に対しお礼申し上げます。

歴史として残し、
これまでこの業界に心血を注

十年で広く親しまれるようになったのには、日本独

1名様

http://www.e-tkb.com/

のダイヤモンド市場の発展を、
しっかりと一つの

済成長期に輸入の自由化となった1960年が

取り組みや仕掛け、活動を行った人々のダイヤモンドを

公式WEBサイトhttps://www.jm-miura.com/

歴史を知る人は年々少なくなり、
この日本独自

宝飾品としてのダイヤモンドは明治時代に

自のダイヤモンドストーリーが存在し、そこには様々な

問い合わせ＝TEL:03-3835-9677

ポート」は日本が発祥だ。
日本のダイヤモンドの

は、
どのようにして日本に広まってきたのだろ

うか。

最高品質の淡水パール「紫金（しきん）」
とパープルゴー

業界人なら誰もが知る「グレーディング・レ

て、人々に愛されている身近な宝石ダイヤモンド

入れていくことを発表している。

6948744号）を活かしたパープルゴールドのオリジナ

﹃ダイヤモンドの履歴書 ﹄

心血を注いだ仲間たちと︑
これからを生きる後輩へ贈る
貴重な記録

新たな特許技術を取得したパープルゴールド

