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女子プロと着用契約決定

て、
ジュエリーの楽しさが広がってきて

名な輪島の北村工房・北村辰

いる」
と語り、
それを支えているのが革

夫 氏がプロデュースする漆を

新的な技術に基づいた切れないスト

文字盤に使ったウオッチ。現行

レッチブレスレットによって、安心と着

の6モデルを3モデルに絞り、新

ラインのジュエリーとして、身に着けて

用性に長けたモデルとなっていること

たに4モデルを開発中で、夏ま

楽しむ提案や重ね着けの提案によっ

だとしている。

でには発表する予定という。

「フルーチ・ベルーニ」

ベルギー・アントワープで誕生した
「フ
ルーチ・べルーニ」の数あるジュエリー
コレクションの中でも、バングルが売れ
注目を集めている。
同ブランドは、
アパレル業界でキャリ
アを積んだ同ブランドC E O 兼デザイ
ナーのマルティーヌ・フル氏が、実際に
身に着ける女性のために創業。いまや
世界のメジャー見本市のバーゼル、
ラ
スベガス、ヴィチェンツァ、香港などで
は巨大なブースを構えるようになり、
ラ
スベガスのクチュールショーでは、権

さらなる人気に期待が集まる

GINZASIXに出店する、2001年に

D&D144とコラボ
×
（meets）
シリーズ
ヤモンドを目指す144面カットダイヤ

ゲットになり得なかった中間層の獲得

勢の来場者で賑わった。
会場の入り口に、
クリスマスをイメー

D&D144としても新たなチャ

ジしたツリーを並べて来場者を迎え入

古い歴史を持つ天賞堂にふさわしい

レンジが始まろうとしている。

れ、今年も、世界中から選りすぐった逸

“MADE IN GINZA”のウオッチを開

女子プロゴルファーの辻梨恵選

（ ディ ー ア ンド

手（賞金ランク31位）
と着用契約

ディーワンフォー

品や長年のノウハウで創り上げたオリ

発、好評を博しています。
これからも銀

を結び、来年3月に始まるトーナメ

ティーフォ ー ）

ジナルブランド商品をラグジュアリーな

座に生まれ、銀座を愛してきた天賞堂

ント前の2月からバングルの
「RIE」

と、
「フルーチ・べ

空間に集結させた。

が消費者に愛される店になるために最

モデルを展開するとし、更なる期

ルーニ」がコラボ

待が高まっている。

レ ー ションし 、

な層だと考える人も多いが、
カジュアル
を集めた。
他に、人 生を薫るジュエ
リー を 意 味 する「ビジュウ
ドゥ パルファム」から日本伝

特 に 天 賞 堂 オリジナルウオッチ
「MADE IN GINZA」
ヒストリカル・ク
が話題に。
このJ-FACEは、世界的に有

担当者による

6月19日に「JJA30周年式典」
JCは、
発足20周年
JJA第5回理事会報告
一般社団法人日本ジュエリー協会

ングの結びにルビーが艶や

開催し、以下の概要を発表した。10月

ションを得たダイヤモンドリ （JJA）は、第5回理事会を11月14日に

に誕生、披露された。
更に「TOMOKO KODERA」から

末日の正会員は808社。
「JJA30周年記念式典」は、2018年
6月19日に開催し、表彰を
「日本ジュエ

港区の綱町三井倶楽部で

は、
ブランドアイコンの「地平線に輝く」 リー協会会長感謝状」に絞り、式典に

“アメイジングブリリアンス”

シリーズに新作が登場する他、待望の

をテーマに開催、300名を

新シリーズも登場、
「アーガイルピンクダ

超える来場者で賑わった。

イヤモンド」
と呼ばれる大変希少な宝

会場では、
日本を代表す

石の、神秘の色彩の世界が堪能できた

る万華鏡作家の山見浩司

り、
ナチュラルカラーダイヤモンドの中か

氏監修のもとに造られた特

ら厳選したインテンスイエローカラーダ

別企画「ダイヤモンドとカレ

イヤモンドの芳鞟な色彩を楽しむなど、

イドスコープ」
を展示、関心

多彩なコレクションが展示された。

セイコープレサージュ

を施すことがで
きる日本有数の
職人・横澤満（よ

こざわ みつる）氏が手がけ、濃紺の琺

ウ オッチ ㈱

瑯ダイヤルが魅力の新製品を12月28

は 、本 格 機

日より、セイコー ブティック及び全国の

械 式 時 計ブ

セイコーウオッチサロンで発売する。希

ランド「 セイ

望小売価格は10万円＋税。

コ ー プ レ

商品特徴は、古来から日本の自然が

サージュ」か

創り出す情景を愛でる文化としての冬

ら、繊細に作

の月夜を腕時計に見立て、無限に広が

り込まれるダ

る夜空を濃紺の琺瑯ダイヤルで表現、

イヤ ル に 琺

静かに浮かぶ三日月を秒針で演出し

瑯（ほうろう） た、情緒あふれるデザインに仕上げた。

業界初となる修理完了品の
コンビニ受け取りサービス開始

同社は、2015年に、24時間365

全 体 会 議の理 事 改 選
にて、
アラウディーン氏
が常任理事及びカラー
ストーン委員会副委員

長に就任し、赤松氏がパール委員会副
委員長に再任された。
日本真珠振興会と10月19日に面談
し、
コラボレーション企画としてパール
に関する企画を立ち上げるとした。
今期制度発足20周年を迎えるジュ
エリーコーディネーター制度において、

はより多くの人に出席してもらうために

JC誌第79号（12月発売予定）を通常

立食形式で計画。
さらに
「30周年記念

号より8頁増の「20周年記念号」を発

誌」
を制作予定とした。

行。
それに伴い当初予算より約60万円

CIBJO分科会・委員について、
リー
ダーにニラムアラウディーン氏、委員に

増の制作費となるが、承認された。
また、
「ジュエリーコーディネーター」

望月直樹氏、加藤久雄氏、赤松蔚氏、 が商標登録されたことに伴い、商標の
堀川洋一氏、吉本憲充氏を選任。11月

乱用防止のための使用願いとして個人

のCIBJO総会（バンコク）には、加藤

用および法人用「念書」
を作成し、運用

氏、堀川氏、赤松氏、吉本氏が参加し、 していくとした。

マンスリーカレンダー表示つき
交流式デジタル置時計

濃紺の琺瑯ダイヤルが魅力の新製品

最大の特長は、
さまざ
まな情報がひと目でわか

側に当月のカレンダーが表示される。切

示つき交流式デジタル置

り替え操作することなくひとつの画面で

時計1機種を12月22日よ

さまざまな情報が判り、
ビジネスや自宅

り販売する。
実用性とデザ

等シーンを問わず便利に使える。
希望小

イン性をあわせ持ち、
ギフ

売価格は1万円＋税。

1862年創業の老舗

合わせた、丸みのあ

パティスリー「ラデュ

るスワロフスキー®・

レ」がコラボレーショ

クリスタルを採用し、

ンし、新しいかわいさ

かわいらしい雰囲気

を提案するラデュレ

と、
スクレ・ラデュレら

の世界観を表現した

しいエレガントさを

数 量 限 定 6 0 0 本の

両 立 。グリーンの文

時計コレクション3種が、2018
年1月1日から発売される。価格
は2万7000円＋税。
今回は、エレガントなラデュレ
の世界観をデザインの随所にち
りばめ、
ゴールドカラーのスクエ
アケースは、
メゾンラデュレのサ
ロン･ド･テに飾られたナポレオ
ン3 世 風の額 縁をイメージ。ラ
デュレを象徴するマカロンカラー
を用いた文字板には、
マカロンを
想起させる大小のドットをイン

今回の修理完了品をコンビニ

に日本初上陸。定番モデル3型をベー

店舗で受け取れるサービスの導

スに、ユーザーの好みに合わせてカス

入で、従来の自宅発送、
または、
カ

タムオーダー・購入できるNIXONなら

シオテクノサービスステーション

ではのプロジェクト。
その場にいる専属

け取ることができるようになった。

ていただくべく、今後も時代と共に変化

フィックの刻印に至るまで細部へのカ

これにより、受け取り時間に家に

するお客様のニーズに合せたサービス

スタムが可能となっている。
また、
日本

カシオ いなければいけないことや、再配達
計算機
手配の煩わしさ、
プライバシー視
レジットカードによるオンライン決

内容の見 直しや拡 充を図っていきま

限定のグラフィックも登場予定で、土

す」
としている。

産やギフトとしても最適。

特殊な修理を
得意とする
〜WOODY BELL〜

Woody Bell （ウッディー ベル）
東京都台東区東上野2-10-2第5政木ビル3階
TEL 03-5688-2390

http://woodybell-j.com/
e-mail/woodybell12@gmail.com

したバンド、
そしてブルーの文字
板にはポルカドットを裏側にプリ
ントしたバンドをそれぞれ合わせ
た。3モデルとも、定期的な電池
交換が不要なソーラーテックを
搭載し、5気圧防水で、かわいさ
と機能性を兼ね備えている。
「MINASE」のボーイズ
サイズ（ミッドサイズ）を
12月18日に発売する。

トサイズを制作。使う人の年齢や性別を
問わずあらゆる場面でフィットし、主張
しすぎず上品な雰囲気を持ち合わせ、
ビジネスシーンにも最適。FIVE WINDOWSでは従来品よりケース径（縦）
精密工具メーカーとして創業した総

が約15％、HORIZONで約10％サイ

イ ラ ル 各 店 、
TIME&TABLEで
発売中。

マーサイン

同ブランドの創業者は、25年以上に

ターナショナ

わたって培ってきた時計 業界での小

ル㈱（ 東 京 都

売・卸売の経験を活かし、自分たちが

中央 区 、村 松

本当に満足できる腕時計のブランドを

優代表）
は、
ア

作るという考えのもとにビジネスを始

メリカ・ダラス

動。
ファッションに興味を持つトレンド

発の腕時計ブ

セッター向けに商品を企画し、高感度

ランド
「JACK MASON（ジャックメイソ

なセレクトストアを中心に、世界で販売

ン）」
を、全国のセレクトショップ／時計

を開始している新進ブランド。中心価

販 売 店 にて 発 売 。現 在 は 、全 国 の

格帯は、3針モデル：2万7000円〜3万

BEAMS各店、SHIPS（一部店舗）、
オン

2000円＋税、
クロノグラフ：3万7000

タイム&ムーヴ各店、
アルキメデス・スパ

円＋税から。

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

なっている。

アメリカの新進ブランドが
セレクトショップで展開

とない1本を作ることができる。バンド
はもちろん、裏蓋へのイニシャルやグラ

修理・
リフォーム
時計彫りなど

ディストライプを裏側にプリント

HORIZONシリーズにおいて、
コンパク

の職人が組み立てを行い、世界に2つ
点からの不安などが解消された。

ド、ピンクの文 字 板にはキャン

を受け、FIVE WINDOWSシリーズと

開しているCUSTOM BARが12月8日

での受け取りのみであった
「WEB

ターンを表側にプリントしたバン

MINASEの愛用者から多数の要望

NIXONがフラッグシップのみで展

高める施策を拡充してきている。

た、
スクレ・ラデュレオリジナルパ

機能はそのままでコンパクトに

NIXONカスタムバーが日本初上陸

ど、顧客負担を軽減し、利便性を

ロンやパティスリーをちりばめ

MINASEからボーイズサイズ

自社オリジナル国 産 腕 時 計ブランド

品送付用の専用梱包箱の提供な

字板には、黒地にカラフルなマカ

合時計製作メーカー、協和精工㈱が、 ズダウン。女性でも使いやすい仕様と

愛用していただき、カシオファンになっ

修理料金の支払い方法として、
ク

うずと文字板の色に

セイコークロック㈱は、 時刻、六曜と温度、湿度が表示され、右

店舗で、
いつでも手数料無料で受

ビス」
を開始。
さらに、2016年には

チ ズ ン 時 計 ）と 、

部の左側に日付、曜日、

やムーブメント、
ケースなどの各パーツ

で申し込める
「WEB修理受付サー

現している。
また、
りゅ

表示の液晶を採用。
表示

同社は、
「 お客様に製品を継続して

デジタルカメラなどの修理をネット

オッチ「ウィッカ」
（シ

やすい、黒地に白い文字

国のファミリーマート約15,000

日、顧客都合に合わせて、時計や

デュレの世界感を表

る見やすさ。
くっきりと見

マンスリーカレンダー表

評されていた。

最 新 か わいいウ

デックスにすることでスクレ・ラ

トにもおすすめ。

済の対応や、2017年に修理依頼

修理受付サービス」が、今後は全

来場者にはもれなく
「オリジナル美

老舗パティスリーとコラボ

統の「結び」のインスピレー

かに映える
「和結（わのゆい）」が新た

善の努力をしていきます」
と述べた。

ロノグラフやJ-FACE（ジェイフェイス） 濃焼ペアカップ」がプレゼントされ、好

新たな可愛さ提案する﹁ウィッカ﹂

大勢の来場者で賑わった

﹁ベルエクラジュエリーフェア2017﹂

ルス
（東京・日本橋、中村慶幸代表）が

先駆けて導入したとしている。

桂司社長は「われわれ小売業にとって

にも 繋 げ たいとして おり、

開を開始した。

応したアフターサービスを業界に

140周年を迎える銀座天賞堂の新本

モンドを使 用し

リーズ”として展

考えに基づき、
その環境変化に対

まさに元号が変わる2019年で創業

た「 D & D 1 4 4 」

提案し喜ばれている。バングルはニッチ

27日より開始。ユーザー目線の

購買意欲を誘った。

輸入元となり、12月13日にベル

人が増えていることから、重ね着けを

舗で受け取れるサービスを11月

達が華やかに展示され、

ギー大使館で開催した展示会で、

日本市場においては、㈱コモンウェ

了品を全国のファミリーマート店

繊細な輝きのジュエリー

は大変厳しい時代ですが、
日本で一番

るほどに人気がある。

化に伴い、業界で初めて修理完

どれを取っても満足するものばかり
が12月2日、帝国ホテルで開催され、大

（ m e e t s ）シ

トの普及やライフスタイルの多様

イヤが敷き詰められたラインが多かっ
提 案できることにより、これまでター

リーで、身に着けてカジュアルに楽しむ

カシオ計算機は、インターネッ

売れていたが、形状記憶の商品で、ダ

『天賞堂クリスマスフェア2017』

人社長）が展開する、唯一無二のダイ

タイムズの特集にも取り上げられてい

セイコ ー

でもバングルジュエリーを販売し良く

わしい洗練された気品と

MADE in GINZAウオッチが好評
を紹介する
『天賞堂クリスマスフェア』

“ダイヤも出会う

2017」が12月12日、東京・

と、
コラボ商品は今回が初めて。
これま

た。今回は一層のカジュアルラインを

中村代表は
「着用性高いジュエ

エ クラジュ エリ ーフェア

この他にも特別な日にふさ

ヨシディア㈱（ 東 京・上 野 、田村 宗

威ある賞を受賞。
また、ニューヨーク・

㈱柏圭が主催する
「ベル

（3）

スマホにも
対応！
！

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

