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ロイヤルウェディングに期待が集まる

した。そして、キャサリ

話題も出ているようだが、SNSやブロ

ン妃の結婚式へと、次

グ、メディアなどでは芸能人から起業

世代へと受け継がれて

家 、主 婦 、学 生と女 性目

きました。

線の重要度が年々増して

ティアラ ヘイロー
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らに、20代の半数以上、30代、40代の

国民の共感と人気を得、夢のシンデレ

今年9月、秋篠宮眞子さまの婚約に

65％以上もの女性が、
いつかはプレゼ

ラコースを着々と進み、成長し続ける

よって、久しぶりのロイヤルウェディング

ントされたい特別なものとして、心ひそ

キャサリン妃。先日はついにハリー王

プリンセスたちに愛されてきたティア

ナビpresents第26回東

に日本中の期待が集まっている。そし

かに温めているようである。

子と米女優メーガン・マークルさんとの

ラ ヘイローは、16の渦巻き形の装飾

京ガールズコレクション

婚約も発表されました。時代の流れと

を含め、739のブリリアントカットダイヤ
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共にバックグラウンドの異なる、
その個

に149のバトンダイヤモンドが散りばめ

ER」
（ 予定動員数3万人、

性に満ちた三世代のプリンセスたちの

られており、それらをしっかりと支えて
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人生は、常に私たちを魅了しています。

いるのがプラチナです。

34歳の女性）のテーマは

品あふれるドレスが、
いつの時代も多く
の女性の心を惹きつけることから、
プラ
チナ・ギルド・インターナショナル㈱は、
への関心度に関する意識調査（全国の
20代から40代の女性、計600人を対
象）
を行った。
その結果、20代の女性はプリンセス
への憧れが最も強く、全体の6割以上
が「プリンセスに憧れを感じる」
と回答。
また、
プリンセスの象徴である
「ティアラ
を自身の結婚式につけたい（つけた）」
との回答も6割を超えるなど、“プリンセ
ス願望”が明らかに。
プリンセスのどんな点に憧れを持っ

2011年のロイヤルウェディングで︑
キャサリン妃の
頭上に輝いたカルティエのヘイロー ティアラ

プリンセス願望とロイヤルウェディング

英国王室キャサリン妃研究家
にしぐち瑞穂さん談

プリンセスのアイコン

くの人に祝福される」
（ 44％）、
「自分を

アナ雪ブームを見ても、
それはきっと

美しくするためのベストをチョイスでき

女として生まれた時から私たちのDNA

る」
（ 41％）、
「自分を最高に輝かせる時

に組み込まれているのでしょう。
そんな
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（ 41％）
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プリン
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「マイ
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ているジュエリーは数知れず。海外を
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外交的な意味をもつことも多く、例えば

バーシティが叫ばれ、違

ラットのダイヤモンド原石から採れた、 カナダの国花であるメープルモチーフ

いを尊重しあう社会に変

英 国 王 室には、史 上 最 大 3 1 0 6カ

ている
（もっていた）かについては、
「多

ティアラ以外にもプラチナが使われ

来年3月31日に横浜ア

世界第二位のカットダイヤモンドや、
プ

のブローチは、エリザベス女王を筆頭

革を遂げつつある中で、

ラチナで繋げられたペアドロップとスク
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ガールズシーンにおいて
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れた際お着けになりました。
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！
！

変えられるアイテム。幸福感や絆などの
精神的価値も備えている。
ガールズトレンドが多種多様なよう

オリジナルを楽しむ時代が到来！

「アパレル業界も厳しいらしい」
との

ガールズトレンドは多種多様

プリンセス願望&ロイヤルウェディングへの関心度調査〈PGI〉

王女もお着けになりま

ジュエリーも楽しむための発信を

ティアラへの羨望も明らかに

て、燦然と輝くジュエリー、ティアラ、気
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に、女性が目を輝かせ喜
ぶジュエリートレンドも多
種多様であっても良い。
ブライダルは別として
も、
ダイヤモンドの販売比
率が突出して高いのは、
多様性に対応しきれてい
ないことでもあり、ジュエ
リーをより楽しむことがで
きる提案をみすみす逃して
いるとも言えるのではない
だろうか。
宝石は、ダイヤモンド、
ルビー、エメラルド、サファ
イア、オパール、珊 瑚 、真
珠などのポピュラーなも
のばかりではなく、100種
類以上の個性的な美しい
ジェムストーンがあるのは
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リーがあると言われており、
その多くは

史と共に代々受け継がれていく王室の

しむ時代が到来”と打って

エリザベス女王が所有のプライベート
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とても密接な関

にロイヤルジュエリーにとってパート

のステレオテニス氏は「ファッションは

係があります。

ナーともいえる存在でしょう。

自信を与え、気分を変え、時代も超えて

ジェムストーンの価値は様々ではあ

時を超え、世代を超えて、守り継がれ

るものの、継承や繋がりなどの精神的

おとぎの世界を卒業したと思いきや、今
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は、74%もの女性がロイヤルプリンセス

役を実感させるエリザベス女王に、今

世界を魅了した2011年、
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生き続けるダイ
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てミドルクラスと
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ための様々なチャレンジを繰り返した
方が良い。
「現実に売れない」
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そ
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