
「LINE@」当社アカウントより
相場情報などを配信しています▶
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　最新アイウェア・眼鏡関連
製品などが世界中から一堂
に集まるアジア最大級の国
際商談展「国際メガネ展
IOFT」が、今年30周年を迎
える。
　毎年全国からのメガネ店、
セレクトショップの経営者・
仕入れ責任者・商品部の担
当者などが来場し、活発な商
談が行われる。今年は30周
年を大いに盛り上げるため
に様々な工夫がみられると

推測される
が、主催者
のリードエ
グジビショ
ンジャパン
㈱と一般社
団法人福井
県眼鏡協会
は、昨年比
50社増とな

る370社が出展する見込みと発表。10
月11日（水）～13日（金）の「第30回
IOFT2017」が開催される東京ビック
サイトに足を運びたい。時間は10時～
18時（最終日は17時）。
　また、有力眼鏡店の出展者から期待
の声が寄せられており、一部抜粋する。
　㈱三城、澤田将広社長は「毎年力作
の出品、アイウェアトレンドの発信の場
として楽しみにしている。業界の発展の
ためにも、さらなる充実を期待してい
る」。㈱和真、根岸亨会長は「IOFTは
私共眼鏡店にとっては年間最大の仕

入れ及び、情報収集の場として活用。
今後も益々魅力的な展示会になること
を祈念している」。㈱東京メガネ、白山
聡一社長は「永年の継続によって今や
揺るぎないイベントになり、これからも
業界のキーイベントとして盛り上げて
いきたい」。㈱メガネの相沢、相澤博彦
社長は「第1回から関わってきた者とし
て大変感慨深い。今後も業界が一致
団結して盛り上げて行きたい」。㈱東江

メガネ店、東江安江
社長は「眼協会の
情報、交流の場とし
ての多大なる貢献
に感謝、益々の発展
を祈念する」。㈱ヤノ

メガネ、矢野博久社長は「時代の最先
端を切り開く商品が一堂に会する国内
最大の眼鏡展示会として、益々の発展
に期待する」。R･C･P㈱EROTICA、今
井久恵社長は「日本はもちろん、世界
中のブランドが一堂に出展するアジア
最大級の展示会として、発展を祈念す
る」などとのコメント。
　福井県眼鏡協会の竹内良造会長は
「眼鏡業界全体で育て上げてきたIOFT
が、30周年を迎えることは業界にとって
大変喜ばしい。昨今の眼鏡市場は激し
い国際競争に直面しており、福井産地

も大変厳しい戦いを強いられている。し
かしながら、こうした時だからこそ、世界
最高峰の技術で高い付加価値を持つ
Made in Japan製品を毎年積極的に
開発している福井産地が、世界へ発信
する場として前回を上回る80社が出展
し盛り上げていく。IOFTは、業界全体で
30年間育てたいわば業界の財産。30
年の節目には、今まで以上に眼鏡業界
が一致団結する大変良い機会。1社で
も多くの企業が出展し、眼鏡業界が一
丸となることが業界の活性化につなが
ることを確信している」と述べている。
　なお、全日本眼鏡工業連合会と日本
眼鏡卸組合連合会が共催し、日本眼
鏡販売店連合会と日本眼鏡技術者協
会が協賛。日本眼鏡学会がレンズセミ
ナープログラムを監修している。
　また、「第30回日本メガネベストド
レッサー賞」の受賞者が、このほど発表
された。政界部門は、世耕弘成経済産
業大臣。経済界部門は、伊藤忠商事の
岡藤正広社長。文化界部門は、脚本家
の宮藤官九郎氏。スポーツ界部門は、
レスリング日本代表コーチの吉田沙保
里氏。芸能界部門の女性は、女優の土
屋太鳳氏、男性は、俳優の高橋一生
氏。特別賞は、アイドルグループの欅坂
46（選抜）。サングラス部門は選考中。

　㈱メガネスーパーが、㈱リクルート
ライフスタイル（東京都千代田区、淺
野健社長）が提供する、モバイルペイ
メントサービス「モバイル決済 for Air
レジ」を利用し、仮想通貨『ビットコイ
ン』による店舗決済の取り扱いを7月
10日からメガネスーパー全店舗にて
開始した。
　爆買い消費の停滞、コト売りへの転
換など、インバウンドでの消費傾向が
変化する中で、日本製商品の品質への

信頼感やアイケアサービスへの支持に
より、メガネスーパーでのインバウンド
実績は引き続き堅調に推移をしている

とし、同社で
は、免税対応
店舗の拡大を
はじめ、パス
ポートリーダー
の導入による

免税対応作業の効率化やコンタクトの
まとめ買いに対応する店舗から海外へ
の荷物発送の対応、スマートフォンの

ハンズフリーシステムを活用した遠隔
からの専門通訳スタッフによる接客対
応を可能とした社内通訳サポートの運
用など、店舗におけるインバウンド顧客
のニーズに対応した利便性の高い
サービスを導入・展開してきた。
　インバウンド向けの決済サービスで
は、先行して導入している「銀聯カー
ド」に加えて、2016年4月からはリク

ルートライフスタイルが提供する決済
アプリ「モバイル決済 for Airレジ」を
利用し、特に来店頻度が高い中国人の
顧客に向けた「Alipay」決済とその他
のアジア系外国人の顧客の利便性向
上を見据えた「LINE Pay」決済の対
応を実施し、この一年で利用実績が大
きく増加しているという。
　今回導入する『ビットコイン』による
決済は、訪日外国人観光客にとって利
便性が高いサービスと言われている。
両替手数料が不要で、決済が直ぐ完
了し持ち込み制限も受けない「便利な
お金」として使用できる事から、インバ
ウンドでの利便性を向上させる新たな
決済手段として、特に欧米からの利用
者の増加を見込んでいる。

　昨年10月に初開催された、スリラン
カ産の宝石群が一堂に集まる「スリラ
ンカジェムフェスタ2017」の第2回開
催が、7月25日～27日、東京・東上野
のオーラムビルで開催される。主催は、
スリランカ政府宝石局。
　スリランカは、現在、輸出部門を最も
重視している。2020年までには、輸出
額を200億ドルに達成することと、輸出
を国内総生産の実質成長率の2倍の
速さで成長させることを目標に掲げて
いる。
　今回は、展示商品の中からピック
アップしたパパラチア、キャッツアイ等を
題材に、色の範囲、加熱・処理の有無、
価格等について体験学習できる勉強
会を計5回開催する予定となっている。
詳細は、運営事務局まで。
　同フェスタは、スリランカのこの目標
を達成する大きな支えとなることに期
待を寄せており、多くの日本の宝石関
係者たちに、スリランカ産の宝石を見
てもらいたいと呼びかけている。
　同フェスタの運営協力を行っている
一般社団法人日本宝石協会（JGS）の
伊藤彰理事長は「スリランカの政府機
関が世界各国で、スリランカ業者によ
る宝石展示会を開催したいとの一環
で、昨年の日本での開催が最初であっ
た。それなりに成果を上げたことから、

今年も同様に開催する」と成果を強
調。また、「昨年同様に会場を保税上
屋にし、輸出入に関わる消費税の支払
いや還付手続きなどの煩雑さ、資金負
担などを鑑みた措置をとり、保税商品
やATAカルネ商品として見られる展示
会になっている。輸入経験のない業者
も、少額でも購入可能な代理輸入サ
ポート形式をとっているので、是非活
用してみてほしい」としている。
　この機会に会場に足を運び、直接ス
リランカ産の宝石を輸入できるチャン
スを活用して欲しい。
　オープン初日は10時から開会式が
行われる。終了は18時。
　フェスタと体験学習の詳細は、運
営 事 務 局の日本 宝 石 協 会まで
（TEL.03-5812-4785）。また、事前
登録をウェブサイトで行っている
（http://japangemsociety.org/sri-
lankagemfesta2017/）。

　6月の創美展
で過去最高の
14億円を売り
上げたジュエ
リーの総合商社
㈱ナガホリが主

催するユーザー展「2017 Verano 
Fiesta」が、8月3日、東京・新宿、京王
プラザホテルで開催される。6月に続く
好成績となるか期待が膨らんでいる。

節目の30周年を迎え、更なる一致団結の機会に
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メガネスーパー全店舗（334店舗）で
「ビットコイン」による店舗決算導入
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ナガホリ「Verano Fiesta」

色や処理などの体験学習を実施

～利便性向上による更なる集客へ～

8月3日京王プラザホテル

「第2回 スリランカ ジェム フェスタ東京2017 」
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8月28日～30日　東京ビックサイト
25周年を迎える「ジャパンジュエリーフェア2017」
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