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ジュエリー・リモデル市場の掘り起こし
一般とは違うジュエリーの特別な価値

ケイ･ウノがプレスセミナー開く
㈱ケイ・ウノがリメイク市場に関する

しかし、
それを少しでも維持し、増や

プレスセミナーを7月11日、銀座本店

していくためには“受け継がれるジュエ

で開催した。

リー”の掘り起こしが必要不可欠であ

当日は、
日本リ・ジュエリー協議会も
参加。
ジュエリー・リフォームではなく、

ろう。
受け継がえるジュエリーには、
リメイ

正しい言葉として「ジュエリー・リモデ

ク
（作り替えて使用）、譲渡（子供や孫

ル」の使用を呼びかけたほか、
ブシュロ

などに贈る）、修理（サイズ変更やパー

ン本店の売上の半分が作り替えであ

ツ交換など）、売却（宝飾店に持ち込み

り、
ヨーロッパの老舗宝飾店では2〜3

売却）、保管（手を加えずタンスなどに

割が作り替えをしているという。

入れたまま）
に大きく分けられる。

店舗が行うべきこととしては、顧客の

ジュエリーには、一般商材と異なり

また、
リメイクや修
固定化から特別の店、特別な顧客へ 「資産価値」がある。
向かう時に、
モノを大切にし、精神的な

理を行うことで、長年身につけることが

価値を尊重できることを伝える。

できるため、モノとしての価値とともに

も重視される傾向が
宝飾品は
「センチメンタル・バリュー」 「想い・ストーリ」
という心情的、感情的価値が有ることを

ある。
この点は、
メーカーも卸も販売店

理解してもらうこと。
その大前提には、店

も関わる人全てが再確認すべき時期

主としての自覚と責任となる情報開示は

に来ているようだ。
ケイ・ウノは、
オーダーメイドを事業軸

必ず必要とのことだった。

4000名を超える来場者で盛り 上がる
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2017年（平成29年）7月15日
8月28日〜30日に開催の「ジャパン

キーバイヤーへ訪問時の口頭による案

ジュエリーの総合

ジュエリーフェア2017」
（ JJF）を主催

内としており、
テーマに合う画像の提出

商社である東京貴

する日本ジュエリー協会とUBMジャパ

は7月28日が締切となっている。

を迎えた。主催は、

超高額品を中心とした企画が大きく貢献
東京貴宝 ロイヤル会

宝㈱（中川千秋社長）。
特に今年は、華麗で幻

料）」
「 国内地方・海外VIPバイヤー宿

のルース10ctをはじめ、

リー特集」が企画されている。

泊 サ ービス（ 無 料 ）」
「ファッション

ジュエリー業界“夏のビッグイ

ロイヤルコレクションと名付けたダイヤ

意識さえすれば、結婚記念日に限ら

ショー（無料）」
「 出展社プレゼンテー

ベント”として有名な「第35回ロ

モンドやカラーストーンの超高額品を

ず、交際記念日、子供や友人家族の誕

ション
（10万円／30分）」
「チラシ同封

イヤルジュエリーコレクション

中心にした高級感あふれるブースを新

生日、就職や定年退職など様々な理由

サービス
（10万円〜15万円）」
「 来場

2 0 1 7 」が、7月7日〜 9日の3日

設。数億円もする高額品の数々を、“見

でアニバーサリージュエリーが入り込

者向けクーポンチラシ
（無料）」
「カタロ

間、東京・港区にある東京プリン

て着けて、楽しんでもらうこと”を主眼

め、人生の節目にはジュエリーを！と身

グ配布コーナー（3万円）」
「スポンサー

スホテルで開かれ、昨年を上回

にした企画が高額品販売に大きく貢

近な存在になり得る。

シップ協賛（有料）」などがあり、一部

る4000名の来場者で3日間共

献、満足のいく売上へと繋がった。
担当者は
「来年は、東京貴宝の60期

に賑わい、好成績を残した。

せるとよいだろう。
また、様々な企画も用意されているこ

間の中で優雅に開かれる大規模

プした企画を考え、お客様に満足して

具体的には、
オフィシャルHPでの特

とから、出展社案内やサービスの案内

なジュエリー消費者展で、“ジュエリー

もらえるロイヤル会にしたい」
との豊富

集 、来 場 者 向けのE m a i lによるプロ

などを見逃さずに確認することが、売

業界夏の風物詩”として、今回で35回目

を語った。

モーション、DMへの告知フライヤー、 上拡大の第一歩となる。

1 3 . 6 、5 0 代：1 4 . 3 、6 0 代：1 3 . 1 ）で

提案を専属デザイナーが目の前で行う。

あったのに対し、2016年では、全体が

デザイン提案から見積もりまでは無

1 0 . 4 個と減 少 、年 代 別 では 2 0 代：

料。
デザイン画は1枚2〜3分で出来上

商店街にも空きが出ている

6.5、30代：8.1、40代：10.8、50代：

がるという。製作途中では、原型を確

中で、
どうしたらよいのか。何

13.7、60代：14と軒並み減少傾向に

認可能。
もしイメージと違えば無料で

千万円という時計を売る技

ある。唯一60代が増えているが、その

修正する。
その過程も大切な思い出と

術はないが、努力と工夫があ

前の50代世代が多く持っていた現れ

していく。納品までには2〜6週間程度

れば、
ある程度克服できるの

顧客の目を引くケアは店頭から

いる。まだまだ日本
人は時 計への興 味
があることが感じら
れる。年々商売を辞

ジョウジャパン通常総代会

めていく人が増え、

に過ぎなく、決して購入機会が増えた

とし、
「 生涯無料のアフターサービス」

ではないだろうか。時計とい

と捉えるべきではないはずだ。

が付けられる。

うのは昔も今も、千円の時計

グランバーガーダイヤモンズが
阪急うめだ本店で初プロモーション
メレ鑑定の実演も

全日本時計宝飾眼鏡小売協同組合

も何千万円の時計も正確でなければな

（ジョウジャパン／組合員513人、近藤

らないのは変わらない。必ずアフター

千 佳 之 理 事 長 ）の「 第 8 回 通 常 総 代

サービスが必要となってくるもの。そし

グランバーガー社製ダイヤ1000ピー

会」が、6月26日、東京・台東区にある

てその時にお客様が何処に持っていく

うめだ本店に初出店する。 ス以上を贅沢に散りばめた気品溢れる

上野精養軒で開かれ、総代総数70人

のかである。
そのお客様の目を引くこと

中45名（本人25人、書面11人、委任9

公明党・山口那津男代表がお祝いに

以外に、持ち込み石に合わせたデザイン

工夫と努力で流れは変わる

体の活性化に繋げたい考えである。

田中真珠の金子康男会長の古希祝賀

個（20代：10.2、30代：12.3、40代：

ゴージャスな特製ティアラも初公開。

購買意欲を喚起し、ジュエリー業界全

ということもあり、
さらなるグレードアッ

ナルコレクションをリメイクで製作する

世界のハイジュエリー

そんなメッセージを発信することで、 締切りが過ぎたのもあるが、問い合わ

この催しは、
ラグジュアリー空

のジュエリー保有個数は、全体で12.7

月1日の期間限定で、
阪急

「 SNS情報掲載サービス
（無
JJFは、今年で25回目を数え、25周 （無料）」、
年企画として「アニバーサリージュエ

ている宝飾店である。店頭に並ぶオリジ

たなリフォームをテーマに開催する。

参加型プロモーションが多数

カシミール産サファイア

研究所の市場調査）
によると、2011年

モンズ社が、7月26日〜8

JJF開催に向け、説明会開く

加え、海外から普段見る
ことができない15億円の

その他、出展者参加型プロモーショ
ン企 画としては、
「 V I P 招 待サービス

秋葉原のUDXビルで開催した。

想的な世界を生み、涼し

としており、創業当初からリメイク対応し

添えたフルオーダーで、
ワンランク上の新

ンが出展者説明会を7月13日、東京・

さを呼ぶ「 氷の彫 刻 」に

ケイ・ウノが調べた報告（矢野経済

グランバーガーダイヤ

（31）

から“真珠は品質重視”という事を教
わったことが、
現在の自分を支えている。
御木本幸吉翁の教えであった“小学生
に信頼される人間になれ”を実践すべ
く、
自分の田舎である栃木県・塩原小中
学校に30年間毎年本を寄贈しており、
今では“金子文庫”として残っている。一
粒の真珠を大切にしながらこれからの
人生を全うしたい」
と謝辞を述べた。
そのあと、
日本ジュエリー協会の中川
7月11日、東京・日比谷の

千秋会長の音頭で乾杯、祝宴に入り、

帝国ホテルで田中真珠㈱金

発起人の一人である東京真珠㈱小山

子康男会長の古希を祝う会

藤太会長が「金子康男氏は、東京真珠

が、
業界関係者130余名の出

加工卸協同組合の理事長及び日本真

席のもと、
盛大に行われた。

珠輸出加工協同組合副理事長など真

主賓として出席した公明

珠産業の要職を長く務め、現在は真珠

党党首の山口那津男代表

産業の中央団体である
（一社）
日本真

を店頭から発信しなければならない」
と

が「職業柄外国の要人を接

珠振興会の理事として活躍している。金

待する際、お土産に一番喜

子会長は我々業界人、
ひいては真珠産

ブランドから賞讃される

なお、期間中、
グランバーガーダイヤ

人）が出席。1号議案から10号議案ま

述べ、忌憚なき意見とアドバイスをお願

煌きの逸品メレダイヤモ

モンズ社3代目ジャパン社代表サイモ

で原案通り承認可決された。11号議

いし、
冒頭のあいさつに代えた。

ばれるのが日本の真珠です。それと昨

業の牽引役としてなお一層活躍しても

ンドを3代に亘りつくり続

ン・グランバーガー社長が、メレダイヤ

案の役員改選では、近藤理事長が再

年、国会で真珠振興法的な枠組みが整

らうことを祈念して、今日の会を企画し

ける
「グランバーガーダイ

の鑑定実演を行う。通常、社内アトリエ

任した。

▽新役員：理事長＝近藤千佳之。副理

事長＝薮内正明、大西勝一、
中山直幹、

い、政治的に支援していく事が決まっ

た」
と挨拶、祝宴を終了した。

ヤモンズ」
と、上品で洗練

でのみ行われるダイヤモンドの鑑定作

近 藤 理 事 長は「 1 年が経つのが早

川瀬俶男、岡英樹。常任理事＝江藤克

た。
これからも日本の誇る真珠を大切に

されたジュエリーリフォー

業を本邦初公開、特別に至近距離で見

い。経済も早く、
それに我々の気持ちも

二、三田由里子、島田勝弘、菅野年央、

育てていってほしい」
と祝辞を述べた。

ムで定評のある
「stoRé ス

ることができるチャンス。精密にカッティ

着いていかねばならない。最近話題の

別所晋一。専務理事＝緑川冨士雄。理

金子康男会長は
「以前、皇太子様関

トーリー 」
との初コラボ

ングされたダイヤモンドの美しさ、
グラン

銀座における大開発による変わりよう

事＝大巻義裕、
細井亮治、
風間邦夫、
古

連の皇室の方の結婚の為に、
良質なア

レーション。グランバー

バーガー社ならではの完璧な
「ハート＆

は凄まじい。銀座シックスには241店舗

谷守久、田中修、市川誼、高田妙明、谷

コヤ8ミリ珠120個を集めてほしいと依

ガー製の最高品質メレダイヤモンドとと

キューピッド」
を、実際に専用スコープを

が入り、銀座通りですら人の流れが変

武、服部修一、文野達朗、岡田将一郎。

頼され、2カ月かけて揃えた事や、金に糸

もにオートクチュールのような華やぎを

手に取って確認できるとする。

わった。何千万円という時計が売れて

監事＝鴨下進、
三宅義造
（敬称略）
。

目を付けず最高品質の南洋真珠を欲し
いという人からの要望で、
インドネシアか

中に店舗を展開する香港の

アートショーで、
すべての作品が即日完売

ジュエリーブ ランド

となった注目の作家で、
今回の展示では、

「Qeelin」
のクリエイティブ・

パンダをモチーフとしたスワロフスキー

デニス・チャンの日本初個
GINZA SIX5階のアートギャラリー、 ディレクター、

アートを中心に、
日本での個展のために

香港のジュエリーブランド
「Qeelin」
デニス・チャンの日本初個展

Artglorieux GALLERY OF TOKYO
（運営：㈱大丸松坂屋百貨店）
で、世界

展が、6月15日〜28日まで開催された。
デニス・チャンは、
昨年上海で開かれた

作られたアートピース16点を出品した。
タイトルの「HAHA」は人の笑い声

ら輸入した経験などで、
田中真珠の先代
を表している。
この世界共通の笑い声

ズムとナショナリズム、個性と調和、自

である「 H A H A 」
と、中国を象 徴する

然と人工など、相反する要素について

動物「PANDA」がひとつになった作

考 え を め ぐ ら せ る 作 品 として 、

は制作された。
品が、
「 HAHA PANDA」。
グローバリ 「HAHA PANDA」

Necklaces&Brecelets
地 金 ネ ック の オ ー ロ ラ
業者専用サイトで
いつでも手軽に仕入
・ネックレスからブレスレット
・新製品から特価品
・即納率90％以上

http://www.aurora.co.jp

スマホにも
対応！
！

南久宝寺町

株式会社オーロラ
〒110-0005 東京都台東区上野3-23-11 松田ビル3F
℡.03-3836-5678 ℻.03-3836-5680 E-mail:ask@aurora.co.jp

No.2,13/F,Wah Hung Center,41 Hung To Road,
Kwun Tong,Kowloon,Hong Kong

お客様の想いをかたちに。

中央宝石研究所各セミナー 2017
セミナー名

M

すてきリフォーム

miwagiken

ビルの外装から住宅までのリフォーム
設計・施工も承ります
W&J 読者限定キャンペーン

7月のキャンペーンは

LIXIL全商品20％〜40％OFF その他５％OFF
お問い合わせは

フリーダイヤル
0800-8000-930（通話無料）

創業明治元年

三輪技建 株式会社

〒130-0001 東京都墨田区吾妻橋1-6-1
Tel.03-3624-0571 Fax.03-3621-8327

7月

ベーシックコース（東京）

グ＆
ブロ 情報
新
最
お得なキャンペーンなど
更新中！！！
屋号「渋利」六代目
代表取締役 三輪竜也

ベーシックコース（大阪）

ダイヤモンドコース（東京）

ダイヤモンドコース（大阪）
博多ダイヤモンドコース
パールグレーディング（東京）
宝石鑑別コース（東京）

13〜14
−

8月

3〜4
17〜18

27〜28

24〜25

−

−

20〜21
−
−

−
−
−

9月

7〜8
−

27〜28
14〜15
−

12
21〜22

※上記日程は都合により変更となることがありますので、
あらかじめお問合せの上
お申し込みください。
●受講料（税込）
ベーシックコース
ダイヤモンドコース
パールグレーディングコース
宝石鑑別コース
●セミナー開催時間：東京
大阪
博多

（2日間）
（2日間）
（1日間）
（2日間）

￥25,000+消費税
￥25,000+消費税
￥12,000+消費税
￥30,000+消費税

10:00〜17:00
10:30〜17:00（会場の都合により）
10:00〜16:30（開講最低人数5名）

お申し込みは下記までお願いします
東 京 TEL03-3837-0855 FAX03-3839-1455
大 阪 TEL06-6245-5187 FAX06-6245-5197
博 多 TEL092-472-3038 FAX092-472-3046

