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IJT2018で桑山春夏コレクション発表
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総合ジュエリーメーカーとして多彩な商品から産学共同プロジェクトまで

山（東京・
東上野、
社 長 兼

社真珠部門による様々なパール素材

CEO）は、

の展示も。

させるHARMONYの新作。
また、好評の
「3D Technology（ 3D

未知の魅力を秘め

チタンの酸化物《ヘマ

よび素材をそろえ、総合ジュエリーメー

た新種のサファイアと

タイト
（赤鉄鉱）、イル

カーとして販売店の多彩な要望に応え

してGIAが分析報告

メナイト（ チ タン 鉄

る商品を紹介する。
また、
ヒコ・みづの

をGemologyで発表

鉱）》
を含み、
これらが

ジュエリーカレッジとの産学共同プロ

し、金 色 に 輝く非 加

強い金色のシーンを

グラムによって作成された学生作品の

熱・無処理、産出量も

生む原因物質となっ

中から優秀作品を展示、来場者の投

限 定され 話 題となっ

ているからとのこと。

票による、
デザインコンテストも試みる。

ている
「ゴールドシー

また、金 色の光 沢 効

テクノロジー）」シリーズでは、3Dの計

ン サ ファイア 」が 、
IJT2018で日本初公開される。
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特にクローズアップされるのは、基準

算だからこそできるバランスをデザイン

から1月

強度を維持したまま、
より軽く・より輝

した“モビール”や結び目を立体的にデ

取り扱うのは、優美堂㈱（愛

2 7日まで

きを目指して誕生したマシンチェーン

ザインした“ノット”の２つの新しいライ

知 県 名 古 屋 市 、棚 橋 計 文 代

開 催され

の新作「シャインカット小豆」や、“New

ンを発表する。

表）。同社はすべてのストックを

る【 第 2 9

Retro Style”というテーマで、明るく

その他、洗練された大人の女性に向

回国際宝飾展】
（ No.A3-28）に出展、 健康的な田舎の風景からインスピレー

けた
「Repriese（ルプリーズ）」
シリーズ

営業所となっており、日本にお

2018年春夏のトレンドの新作ジュエ

ションを受け、素朴で自然的なモチー

や、ダイヤモンドコレクション「 D +

けるゴールドシーンサファイア

リーを一堂に取りそろえて披露する。
ま

フを取り入れた、
どこかレトロさを感じ （ディープラス）」の新作など、充実のラ

の全ての取引を管理している。

所有する原石オーナーの日本

棚橋代表は「歴史的な新発

いよいよ今月発表！

ジュホウのメディカルアロマジュエリー

いうエビデンスを精査しています。全国

見となったこの宝石の鉱山は既

て、それぞれの役

のアイシリーズアルファ取扱店からは

に閉山されています。有名ブラン

割分担がしっかり

大きな期待が寄せられているのです。

ドがいち早く着目し、
その未知の

タイミング的には来年1月25日にプ

魅力をデザインに取り入れるな

レス発表されるペンダント
（メディカル

ど、
これからより注目されると思

氏の元には、次々と健 康

アロマジュエリー）ですが、せっかく多

います。
ゴールドシーンサファイ

ジュエリーのユーザーが

くのアイシリーズアルファ愛好者の皆

アは、絵画のような表情を見せ、

訪ねて来た。木村氏は年2

様が集まって頂くこの機会に、木村社

天然のアートとして黄金に輝き、

回 、同 店 に定 期 訪 問し、 ミン系の香りの球で副交感神経を優

長自ら現物をお持ちし、皆様にお披露

希少な天然の芸術作品と言える

ユーザーさんのアフター

勢にさせて質の良い睡 眠へと誘いま

目出来る事になりました。
これは全国初

でしょう」
と、
この機会に実際に

フォローを行っている。

す。現代医学では、認知症にかかってし

の試みでスゴイ事なのです（新聞社の

見て欲しいと呼びかけている。

まうと抜本的な治療法がないと言われ

取材が入る可能性もあります）。
また、

今回、
フクザワでは次のよ

ていますが、今回のような条件を用い

ペンダント本体（シルバー製チタンコー

ついては、GIAやGem-Aなども

うな手 紙をユーザーさん

た実験で、実際に中程度の認知症患

ト）の予約受付（納品は来年1月末）
も

分析結果を報告している。
これ

者を対象としたその効果が証明されて

致します。
ご予約のお客様には、共同開

まで鉱山において特殊な光学

と機能しています」

神戸市内の宝飾店でプレ・リリース！

㈱ジュホウ
（東京都荒川区。木村亮

お店を運営してい

と切り出した木村

へ送ったという。

ゴールドシーンサファイアに

います。認知症に効果がある柑橘系の

発者・塩田教授の著書でメディカルア

的効果をもつ天然サファイアは

えた
「メディカルアロマジュエリー」のデ

“いつもアイシリーズアルファ
（健康

香りには交感神経の働きを活発にする

ロマジュエリーの詳細が理解出来る本

採掘されていないとし、現在採

モンストレーションを、開発者である木

ジュエリー）の体験会等では、楽しい

作用があり、それにより脳の血管が拡

｢〈 香り〉はなぜ脳に効くのか〜アロマ

掘された鉱山は閉山されている

村氏自身が店頭に立ち、昨年末に実施

トークで人気の木村社長ですが、ジュ

張され脳に血流が増えます。血流（栄

セラピーと先端医療（NHK出版新書） という。産地はケニア北東部と

した。

エリー業界ではかなりの有名人です。 養）が脳にいくことでやる気が出て認

｣を差し上げます。木村社長が語る
「ア

治社長）が、1月25日にプレス発表を控

木村社長はジュエリーと医療を組み合

知症の予防に・改善につながるそうで

ロマ」の魅力、ぜひ、
この機会をお見逃

所に選んだのは、兵庫県神戸市にある

わせた最初の研究者と言われていま

す。

し無く。”。

宝石店㈲ピュアラ
（神戸市垂水区。店

す。
その木村社長が星薬科大学の塩田

木村社長はアイシリーズアルファ専用

舗名：宝石・時計・メガネのフクザワ）。 教授と開発した革新的な医療ジュエ

のペンダントとして開発しましたが、そ

フクザワには、取材中、時計の電池

垂水駅構内にある地元密着型で、家族

リーが来春発売になります。それがメ

の高性能に多くのメディアや研究者か

交換をはじめ、
リングのサイズ直し等、

経営のいわゆる兼業店だ。

ディカルアロマジュエリーです（木村社

ら反響を受け、一般発売となったそう

訪問客が途切れなかった。駅直結の

木村氏の取引先となる小売店は全

長が発明者として特許出願中）。具体

です。

店舗として、通路と店舗の間に壁がな

国に数多くあるが、消費者の反響を知

的には、特殊製法により開発された医

もともとフクザワでは多くのお客様に

いことだけではなく、地 域 密 着 型とし

るために、あえてこの現場を選んだ理

療用のアロマを使用した認知症予防に

アイシリーズアルファをご愛用頂いてお

て、
「 人」
を大切にしているところが受け

由を聞いてみた。

役立つペンダントです。
このペンダント

ります。今回のペンダントはチタンコー

入れられているようだった。

「フクザワさんとは15年以上の付き

には朝昼晩と3種類の香球（特殊な香

ティング（イオン鍍金）が施されており、

合いになります。弊社の健康ジュエリー

りが発生する球）
を装着することになり

アイシリーズアルファとの相乗効果が

年。良い商品を置いておいても売れる

を常時展示し、継続的に販売して頂い

ます。お客様自身が使い分けて自律神

期待出来るそうです。共同開発者の塩

ものはなく、
ツールとして売る努力を続

ております。
この店はお客様との距離が

経を整えるのです。朝と昼は交感神経

田教授は、現在、星薬科大学（東京都） けています。修理が多いですが、時計の

本当に近いんです。
それと家族みんなで

を前向きにさせるために柑橘系の香り

においてアイシリーズアルファの臨床検

電池交換は昔から1000円でしたし、
目

「首回りへの遠
の球を装 着し、 査を独自に進めており

玉商品以外の二重価格はやっていま

始める な ら 堅 実に ︒
石 福 プラチナ＆
純金積立︒

木村氏がデモンストレーションの場

ロンドン金市場公認溶解・検定業者
ロンドンプラチナ市場公認業者
一般社団法人 日本金地金流通協会正会員

入眠前はジャス

赤外線効果がアロマ効果を高める」
と

IJTに南イタリアパビリオン
ホールA12−33ほか
イタリア大 使

せん」
と、
日々努力している。
リア、シチリアの5州を対象とした南イ

に、南イタリアパビリオンを

タリア産業振興プロジェクト2のもと、

設置する。会場ではバジリ

16社の企業が出展し、
メイド・インイタ
リーのジュエリー製品を紹介する。

果（ゴールドシーン）
は、
これらから成る極微細な短
い針状インクルージョンに光が
反射するイリデッセンス効果に
よって生まれる。
これらのインク
ルージョンはゴールドシーンサ
ファイアに於いてのアステリズム

（スター効果）起因物質でもあ
る。
G I A は「 G o l d e n S h e e n
Sapphire（ゴールデンシーンサ
ファイア）」、GITは
「極微細なイ
ンクルージョンの光の反射から
生まれる独特な“黄金色に輝く
現象（ゴールデンシーン・エフェ
クト）”」、GRSは
「この独特な現
象を“シーン・エフェクト”と表現
する」などと伝えている。模様と
しては、グレインパターン、ヘキ
サゴンパターンなどが 見られ
る。種 類は、不 透 明 が 大 半 だ
が、稀に透明の結晶が存在す
る。透明又は半透明石の地色
はイエロー・ブル ー 等 が 存 在
し、
イエロータイプはゴールドカ
ラーを際立たせ、
ブルータイプ
はまるで宇 宙から見た地 球の
海と大地を思わせる壮大な美
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光学的効果が見られるのは、従来の

しさだ。金属光沢の起因物質で
あるヘマタイト及びイルメナイト

の極微細な針状インクルージョンは、

表面光沢を示すサファイアがルチルの

ゴールドシーンサファイアに於いて、時

インクルージョンを含んでいたのに対

にアステリズム
（スター効果）を引き起

し、
ゴールドシーンサファイアは鉄及び

こす。

生き残ることの重要さを訴える

り切っていきたい。
その為にも皆様のご

東貴組合の加藤裕理事長

協力をお願いします」
と年頭の挨拶。
ついで同組合の顧問である保坂三蔵
元参議院議員から
「企業の寿命30
年と言われている時代、生き残る難

福澤宏庸氏は
「父が創業してから50

館貿易促進部は、IJT2018

カータ、カラブリア、カンパーニア、
プー

のこと。非加熱無処理の宝石。

金色に輝 く 非加熱・無処理のサファイア

たB会場（No.B7-37）においては、同

インナップ。他にも多数のジュエリーお

日本初公開﹁ゴールドシーンサファイア﹂

桑山貴 洋

しさは並大抵ではありません。
そんな
中業界でも最も歴史ある組合の新
年会に出席出来ることは、最高の喜
びです」
と主賓挨拶、更に友好団体
として出席した東京美装商工業組合
加藤裕理事長（中央）
による念頭の挨拶

の石田国久理事長が
「この先の読め
ない時代に生き残ることの大切さを

東京貴金属宝飾品卸協同組合（加

感じています。組合の存在意義とは、何

藤裕理事長）
の平成30年新年会が1月

かを考えた時、
決算の61期目を迎えた当

5日、東京・御徒町のオーラムビルで開

組合としては、
とりあえず存続させること

かれ、加藤裕理事長が「昨年10月の総

に大きな意義があると思っています。
次の

会で第23代目の理事長に選任され、責

世代に器さえ残しておけば、受け取った

任の重さを感じております。会員数22名

若い人たちには大きな力になります。今

の当組合も事務局の努力と皆様の協力

後とも東貴組合とは連携を図りながら、

で難局を乗り越えております。昨年は美

宝飾業界に役に立つ企画で貢献したい

装組合と連携して各事業を展開、生き

と思っております」
と祝辞をおくった。

残ることの重要さを訴えてきました。
こ

最後に美装組合の田中宣行副理事

れからも歴史ある当組合を繁栄させる

長の乾杯で会食に入り、
ビンゴゲーム

べく、知恵と努力によって、
この難局を乗

の余興で楽しみ、新年会の幕を閉じた。
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相場情報などを配信しています▶
資料請求・お問い合わせ先
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お客様の想いをかたちに。
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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
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1月のキャンペーンは
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