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下落。
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クリスマス・中 国 旧 正 月 を前に
市 場 心 理が改 善
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回答が無かったとしても
「無かった」
と
いう事実だけは公になるということであ
る。
それが次につながる一歩である。
腕時計の流通問題は、相変わらず
形を変えて零細小売りを苦しめている

のが偽らざる現実である。小売りが黙

ば「世の中馬鹿ばかりではない」
という

することは自らの首を自らで絞めること

ことだ。

で何一つ得るものがないことを指摘し
ておくが、
あえてメーカーにモノを言え
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