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国際宝飾展秋（IJT秋）10月25日〜27日、パシフィコ横浜
クリスマス商材などが61万点集まる
「第5回国際宝飾展 秋」
は、10月25日〜27日、“宝石が似合う街”横浜に

http://www.e-tkb.com

あるパシフィコ横浜で開催される。
クリスマスジュエリープリンセス賞で表彰される
（26日）、指原莉乃さん、
川島
海荷さん、miwaさん、藤田ニコルさんはじめ、
各種セミナーなどにも注目が集まっている。
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信する旗艦店として展開する。
1、2Fはベージュカラーを基
調に、
ブランドカラーであるロイ
ヤルブルーを新しい店舗デザイ
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古宮誠一氏が旭日小綬章を受章
帝国ホテルで盛大な叙勲祝賀会

安心の流通形態整備などが評価される

ンに導 入 。落ち着いてジュエ

ていただき、“登録店制度”

リーを楽しめる空間となる。ま

を創設しました。
これにより

た、2Fはダイヤモンドカッター

消費者がいつでも、
どこにい

であるロイヤル・アッシャーのブ

ても、安心して貴金属地金を

ランドストーリーを体感できる

売買できる流通形態を整備

空間や、VIPサロンとしてゆっく

することができました。更に、

り過ごせるスペースも用意する。

会員や消費者に向けた広報
活動を展開し、貴金属地金

㈱内原ホールディ

オープン記念には、銀座本店限定ダ

ングスの子会社、㈱

イヤモンドペンダントを10点発売。本

日本の三大地金商のひとつ石福金

の正しい取引の普及に努めてまいりまし

ロ イ ヤ ル・ア ッ

国オランダのナショナルカラー、オレン

属興業㈱会長の古宮誠一氏が、平成

た。
こうした当協会の長年にわたる取り

シャー・オブ・ジャパ

ジダイヤモンドが4つ施される。また、

29年度春の叙勲で旭日小綬章を受章

組みが評価され、現在、当協会で会長

ンは、銀 座 4 丁目中

11月に発売される
「ヨーロピアン・アー

した。
その祝賀会が9月7日、東京・日比

職を務める私が叙勲の栄に浴しました。

央通り沿いにあるロ

キテクチャー・コレクション」
をはじめ、

谷の帝国ホテルで行われ、160余名の

この度の受章は、業界関係者の皆様を

イヤル・アッシャー・

新作のジュエリーコレクションの数々

来場者と共に盛大に祝った。

代表していただいたものと受け止めてお

ダイヤモンド銀座本

や、ハイジュエリーなどが並ぶ。加えて、

古宮氏は、
（ 一社）日本金地金流通

ります。
当業界を支えてくださっているす

店（地下1Ｆ）
に、地上1Fと2Ｆを新たに

購入者（注文含む）の先着50名にはオ

協会会長を務め、長年にわたり貴金属

べての皆様に心よりお礼申し上げます。

オープンし、現在の地下1Fと併せて3

リジナルギフトを贈呈する。なお、エン

現物取引業の発展に貢献した功績な

今後も微力ながら、
この勲章に恥じない

フロアに拡大する。

ゲージリング又はマリッジリングの成約

どが評価された。

よう、皆様とともに業界のさらなる発展

者には、3000万円相当のプラチナ製オ

祝賀会では、発起人を代表し、
（一

に尽くしてまいります」
と謝辞を述べた。

定の銀座新本店は、
ブライダルジュエ

リジナルティアラ
（414pcのダイヤモン

社）日本金地金流通協会副会長の山

その後、
（ 一社）日本金地金流通協

リーに加え、ハイジュエリー、
ファッショ

ド、10.70ct）を有料にて貸し出してい

口純氏（㈱徳力本店社長）の挨拶で始

会理事の田苗明氏（田中貴金属工業

ンジュエリーも含めた幅広い商品ライ

る。▼銀座本店＝東京都中央区銀座

まり、来賓の住友金属鉱山㈱社長の中

㈱社長）の乾杯の音頭で祝宴が開幕。

ンナップで、
ブランドのコンセプトを発

4-6-7。

里佳明氏が祝辞を述べた。

中締めは、石福貴金属工業㈱社長の

次いで、古宮家家族からの花束贈呈

JJFは、206人減に留まる

社多い454社が出展し、来場者数は昨

を行った後、受章者である古宮氏が「こ

対比206人減の1万4003人と報告。

の度ご推薦を頂きました
（一社）
日本金

来年はJJAが設立30周年

「第55回技能五輪栃木大会」が11

アニバーサリー動画2作目登場

月24日より開催される。

地金流通協会が設立された昭和54年
当時は、
金の需要が急増する一方で、
金

11月5日〜7日に、タイ・バンコクで

地金に関する知識や取引についての理

（一社）日本ジュエリー協会（JJA） 開催のCIBJO総会において、色石委員

解不足から、消費者の被害が多発して

は、平成29年度第3回理事会を9月5

会、
ダイヤモンド委員会、真珠委員会、

いました。
そのような問題を解消するた

日に開催し、以下の概要を発表した。

宝石学委員会及び珊瑚委員会の各委

め、会員である貴金属地金商に加え全

員会に7名（ニラム・アラウディーン氏、

国の信頼ある時計店や宝飾店に参加し

来年、JJA設立30周年を迎えるにあ
委員長は小山藤太副会長、副委員長

吉本憲充氏、木内英生氏、宮本俊和

に山口純常任理事が決まり、記念誌発

氏）
の出席を決定した。

行と記念式典の準備を進めていく。
JJFの結果速報として、昨年より11

アニバーサリージュエリー動画の2作
目
「記念日の魔法」が7月末に完成し、8
月1日にYouTube
に投稿。JJA会員
の数社から前作
に比べとても良い
との評 価を得て
いると報告した。

注目3社が眼鏡業界の
ビジョンを語る

たり、30周年記念事業委員会を設置。 加藤久雄氏、赤松蔚氏、堀川洋一氏、

中村茂幸氏が行い、
お開きとなった。
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世界21カ国370社から る企画として、業界のビジョンを語る
「特別講演」
はじめ、
「 30周年限定モ
7万点以上の新作群
IOFTは10月11日〜13日
30周年を迎えた日本最
大の国際商談展「国際メガ

デル」、
「メガネ大賞30周年特別賞」
が用意された。
また、
「日本メガネベ

日本のジュエリー産業
明日の姿を考える 第47回
新しい時代の宝飾業界

ストドレッサー賞」、総勢50名が参列す
る
「大テープカット」
「日本メガネ大賞」

なる21カ国から

「各種セミナー」
な
ネ展」
（ IOFT）は、10月11 （6面に受賞社掲載）

370社が出展

日〜13日、東京ビッグサイ

ど、例年に増して盛り沢山の企画が目

し、7万4000点

トで開催される。

白押しとなることから、今年は例年以上

の新作などが一

に期待の声が大きく、前回比50社増と

堂に並ぶ。

30周年記念を盛り上げ

オーラム企画

86回

第

社長

本多忠頼

時に︑両者は歩み寄りを見せるであろう︒
然しながら ︑北 朝 鮮が核 保 有 国になることを絶 対に認めな
い米国は︑極めて近い時点で北朝鮮を叩き潰すであろう︒
つま
り北朝鮮と米韓日三カ国による戦争が近く始まるのだ︒
１９５０年に勃 発した朝 鮮 戦 争は︑北 朝 鮮 側の一発の銃 弾
から 始 まったと 言われているが︑その真 偽のほどは解らない︒
今回の場合︑戦いの発端は︑
トランプの決断で始まろう︒
当然︑日本への北朝鮮からの核ミサイルの攻撃はあり得る︒
当座のターゲットは︑沖縄嘉手納基地と横須賀基地になる︒
在 米 軍・日 本 人 を 含 めた 死 者 は ︑数 百 万 人にな るであ ろ
う︒しかしながら ︑北 朝 鮮が開 発した水 爆 搭 載 可 能なＩＣＢ
Ｍによる 米 本土 攻 撃は出 来 ずじ まいに終わるであろ う︒とい
うのは︑米 国による 北 朝 鮮への最 初の一撃で︑ＩＣＢＭは破 壊
されるであろう︒
世 論 調 査によると ︑米 国 民の約６ 割 強が︑米 朝 問 題の争い
は︑戦争による解決に賛成との意見だが︑米国本土は︑今回も
無傷で︑戦争を乗り越える可能性が高い︒
最近の米朝情勢についての見解は以上だが︑北朝鮮の立場は
太平洋戦争で︑日本がおかれた立場に類似している︒戦争を起
こすことなく︑平和裏に解決してほしいし︑
またそうすべきだ︒
そうでない事には︑
ジュエリー業界の未来もあったもんでない︒
今こそ︑何をやるべきかを一人ひとりが考える時だ︒

11月下旬に新たな装いでオープン予

米朝間の緊張はただならぬ状況だ︒
今や︑日 本という 国が︑原 爆で破 壊しつくされるかもしれな
いという危機下にあって︑宝飾業界の未来もヘチマもないのだ︒
それほどまでに︑戦争による平和の破滅が目前にある︒
トランプという 稀に見る 変わり 者が︑米 大 統 領にいる 限り︑
世界に安定した平和はない︒まさに米朝間は︑即座に戦争が始
まってもおかしくない状態である︒
戦 争は所 有する 兵 器の優れている 方が勝つ︒小 学 生でも 分
かることを︑理解せずにおっぱじめて︑日本は敗退したが︑
その
責任者が︑長州出身の日本陸軍参謀だ︒
彼らの頭には︑
フランスとの下関戦争に敗退したのは︑小倉藩
が参戦を見送ったからとの見方だが︑鎖国をしてきた︑当時の日
本と列強諸国との武器の優劣の差は︑
如何ともしがかったのだ︒
今 ︑米 朝が戦 争に突 入 すれば ︑米 国が百％勝 利 するのは 間
違いない︒
米国トランプが言うように︑地上から北朝鮮という国は︑永
久に抹殺されよう︒
そ うならないために︑格 段の戦 力の差を 埋めることに北 朝
鮮は 必 死なのだ ︒かっての日 本 軍の失 敗を 繰 り 返 さないよ う
にと 核 戦 力のレベルを 高めるために必 死なのだ︒ど う 見ても ︑
安 保 理 決 議で ︑北 朝 鮮 が 根 を 上 げ るこ と は 絶 対にないと 思
う︒米 朝が所 有する 核 兵 器の能 力に差 異が見られな くなった

銀座4丁目中央通り沿い
ロイヤル・アッシャー・ダイヤモンドが
月下旬に新たな装いでオープン
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