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本紙読者の皆様へ

（株）時計美術宝飾新聞社

購読料払い込みのお願い

●発行所

●編集発行人 藤井正義
〒110-0015 東京都台東区東上野1-26-2
ジュエラーズタウン・オーラム508
TEL
（03）3833-1886 FAX
（03）3833 -1717

「ＴＨＥ ＷＡＴＣＨ&ＪＥＷＥＬＲＹ ＴＯＤＡＹ」
のご愛読に感謝申し上げます。本紙は大正15年（1926年）創刊の業界最古の
時計・宝飾・眼鏡の専門紙として、業界の健全な発展に資する紙面作りを行なっています。既に購読料（年間定期8,000円）
をお払
込みいただいております読者の皆様には引き続き購読をお願いするとともに、払い込み手続きをなされていない読者の皆様にはぜ
ひご協力いただきますようお願い申し上げます。
購読料の払い込みは次の口座にお願いします。 口座名：㈱時計美術宝飾新聞社 振替口座：東京00190−3−57579
取引銀行：みずほ銀行上野支店普通預金 口座番号：1030608
㈱時計美術宝飾新聞社

本社：03-5817-0353

保険のご相談は
（株）東時へ

11の国と地域から460社が出展し、
1万7000名の来場者が見込まれてい

㈱Knot代表取締役遠藤弘満氏による
「顧客を育てる販売モデルとは？Knot

TEL 03-3836-7088

FAX 03-3836-7099

「ジャパンジュエリーフェア2018」

が発表された。
ブランド
「Makerʼs Watch Knot」
より

（株）
ロージィ ブルー 〒110-0015 東京都台東区東上野1-10-6 ジュリーマート3F

ジュエリー×ファッション
コラボ企画セミナーが満載

ション企画〈事前登録制／参加無料〉
カスタムオーダーできるリストウェア

毎月1日・15日発行
年間購読料8000円／1部400円
振替口座 00190-3-57579

8月28日〜30日 東京ビッグサイト東5・6ホール
夏シーズンデザインヴィジョンとジュエ

ケティング事業部マーケティング戦略

リートレンド解説」
（会議棟1F（102））。 部担当部長の沢辺亮氏。

www.rosyblue.com

は、宝飾業界のマーケット活性化のカ
のように人の心に“つかみ”を与えられ
るかなどの重要ポイントを解説。
また、
効果の高いSNSの活用法や、話題の
AIを導入した異業種からのアプローチ
についても説明がある。

核となるプロの提案や
新設の「クラフトジュエリー」

リ
が提供する腕時計のトータルバユー」 講師は、300人以上のエディター、

「インバウンド店舗必見！中国におけ

と題したセミナーを、8月29日14時30

サーチャーの取材をもとに消費者動

るリアル店舗小売オンライン活用の現

JJFの核となるのは、
プロが求めるク

分〜15時30分に、東5ホールセミナー

向 、ファッション、ライフスタイルの分

状」
と題したセミナーを、東海大学総合

リスマス商戦に向けた企画や提案。
「ク

会場で開催する。
日本各地の伝統技術

析、予測を行い、約6400社のクライア

社会科学研究所客員准教授小嵜秀信

オリティ・デザインゾーン」
には、国内外

や伝統工芸とコラボレーションした、全

ント業 務をサポートしているWG S N

氏を講師に、30日13時〜14時にセミ

からクオリティの高いジュエリーをはじ

く新しい
「MADE IN JAPAN」
ブランド

Limited Director,Strategic Chann

ナー会場で開催する。いま、劇的なス

め年末商戦に向けた企画や提案が集

として、
「ジャパン・クオリティで、
日本と

el Partner-Japan浅沼小優氏。

ピードで進化する中国におけるオンラ

まる。

世界を結ぶ。」
をコンセプトにしたKnot

WGSN Limited Director,
Strategic Channel PartnerJapan 浅沼小優氏

のビジネスモデルを聞く。
㈱Knot
代表取締役 遠藤弘満氏
8月29日
14時30分〜15時30分
東5ホールセミナー会場
「顧客を育てる販売モデルとは？
Knotが提供する腕時計のトータルバユー」

半年後の2019年春夏シーズンテー

8月29日
13時〜14時 会議棟1F
（102）
「2019年春夏シーズンデザイン
ヴィジョンとジュエリートレンド解説」

10月22日〜24日

ギとなる、正しいコンセプトの立案と、
ど

インとオフラインを融 合した小 売 業

新設された
「クラフトジュエリーギャ

（O2O）の事例をもとに、訪日中国人観

ラリー」は、使用する素材の定義がな

光客（インバウンド顧客）に対しての理

く、
ステンレス、
チタン、樹脂などの異素

解を深めることを目的とした内容とな

材も使用して自由に表現した、それぞ

る。

れの素材の持つ魅力を生かして製作さ

ジュエリー企業とライセンスビジネス

れた作品が展示される。作家の感性が

を連 動させ 成 功 事 例 を作り上 げ た

ストレートに感じられ、素材の価値観

「若者を取り込むSHIBUYA109の

JAPAN CONNECTION（本牧ファイ

だけでなく、カタチの美しさ、遊び心あ

デジタル戦略」
と題したセミナーは、30

ル）代表取締役永井信隆氏が講師を

ふれる色や独自の技術など、本物、偽

日11時〜12時に会議棟6F（607）で

務める
「ライセンスビジネスの成功事例

物という概念を超えた、
もっと自由に装

東京ビッグサイト東4・5ホール

他の眼鏡店への拡販目的などで出展社増加

ら、ファッション業 界とのコラボレー

西日本支社：06-6252-4477

http://www.e-tkb.com

メガネ需要啓発強化など充実の企画

る
「ジャパンジュエリーフェア2018」か

（1）

10月22日〜24日に開

産地全体が確実に成長していくため

催される「第31回国際メ

に、IOFTへの出展を生かして、新製品

ガネ展IOFT」
について、主

の開発に力を入れたり、新しい取引先

催者であるリードエグジビ

を探したりと今まで以上に真剣に取り

ションジャパンと福井県眼

組んでいる」
と述べるとともに、
「今回は、

鏡 協 会 が 記 者 会 見を開

福井県からの出展は、新しく出展する企

き、前回に比べ現状（7月

業を含め、昨年を上回る過去最多の90

27日現在）
として、50社増

社が出展する
（前回85社）。各社が今ま

の3 9 0 社が出展するとし

で以上に力を入れている」
と加えた。

て、期待が高まっていると
伝えた。

新企画は3つ。1つ目は大規模な特
別講演が予定されている。講演タイト

出展社増加のひとつの

ルを「報恩謝徳、135年お客様とメー

要因は、新規・復活出展の

カーをつなげて〜個人の注文により眼

増加が挙げられる。東海光

鏡を調製し販売する小売業者の使命

（23日10時30分〜11時30分）
とし
学、
リアル、GLASSART、 〜」
J . F . R E Y（ フラン ス ）、 て、講師に㈱東京メガネ社長の白山聡
もうひとりは現在依頼中とのこ
William Morris
（イギリス） 一氏と、

などの復活出展が決定。
ま

と。2つ目は、昨今、
ファッション業界で

た、近年は眼鏡店がオリジ

アイウェアの取り扱いが急増しているこ

ナルブランド製 品を持つ

とから、
ファッション業界のアイウェアバ

ケースが増え、
「 他の眼鏡

イヤー向けのセミナーとして、講師に

店に拡販」を目的とした出

FORZA STYLEの編集長干場義雅氏

「 干場流 ファッションアパレル
展 が 増 加 傾 向 に あり 、 を迎え、

マとデザインの関係、消費者意識、
ジュ

開催される。講師は、㈱SHIBUYA109

から学ぶ 今、知っておきたいブランドコ

身具本来の身に着ける楽しさが広がる

Kamuro、東京オプチカル、
メガネスー

で取扱うアイウェア・サングラスの最新

エリーの注目ポイントについて聞ける

エンタテイメント、オムニチャネル事業

ンセプトの新しいかたち〜その商品に

クラフトジュエリーの魅力が、差別化商

パー、
イワキなどに加え、
今年はナカハラ

動 向 」を開 催する（ 2 3日1 3 時 〜 1 4

のが、29日13時〜14時の「2019年春

部MDプランニング部担当部長兼マー

商 品にストーリーはありますか？」で

品として注目される。

（熊本）
、
ojim
（東京）
が初出展となる。
リード社取締役IOFT統括事務局

健康グッズ4社と藝大出身者商品の展示

長の岡部憲士氏は、原点に立ち返り、

飲物が進呈される。

システムセミナーも開催
9月5日「JTOフェア」

営・技術・トレンドなど、
レンズに関する

本、1等1万円10本、2等5千円20本、3

会にしていくため、①出展社と来場者と

知識・情報が得られる
「レンズ技術セミ

等2千円100本、4等千円250本、5等

の商談がさらに活発になるよう様々な

ナー」や、眼鏡技術者協会の生涯教育

活動を強化する、②メディアへの露出

認定講座となる
「IOFTセミナー」
も充

やSNSの発信強化により、一般消費者

実する。

㈱ 萩原

の有志展示会「第97回JTOフェア」が

得している藝大出身者の独特の商品を

計3383本の抽選商品を用意（3万円の

9月5日、秋葉原UDXビル2階で開催さ

展示する。

買上げで1回抽選）。Wチャンス賞（当日

のメガネ需要喚起をさらに推進してい

また、JTOで導入済みの簡単決算シ

買物券）
は、特賞10万円1本、1等5万円

く、
との2つの強い宣言を行っている。

ステム
「アリペイ」
の紹介も行う。詳細は

1本、2等3万円3本、3等1万円20本、敗

JTO事務局まで問い合わせを。

者復活賞5千円30本の合計55本が用

珠、
㈱SAN、
㈲ジェメスト、
㈱セントフローレンス、

長は
「昨年あたりから福井産地も、生産

意される
（抽選会は14時の1回のみ）。

台東デザイナーズビレッジ、
㈱高橋宝飾、
㈱タコー

数 が 増 加 に転

気の「朝市」は

■出展者（33社）
＝㈱アイボリー、
R･JEWELʼS、

ル、
㈲ディーエヌディー、
東京高橋パール㈲、
中川

じ、徐々にでは

継 続 。1 3 時ま

㈱石友、㈱エステート、㈱オクノ宝石、㈲大ハタ

装身具工業㈱きんや、
㈱南洋真珠ジャパン、
㈱ハ

あるがようやく

パール工業、㈱オーロラ、㈱ガウラ、㈲きしの宝

イタイムズ 、㈱ P U Z Z L E 、㈱ 日向 宝 飾 、㈱

復 調 の 兆しを

飾、㈱ギリオン、㈱グッド、㈱桑野商事ジェイワン、

FineCrew、㈱プラチナ宝飾、MAHAMANI -

実 感している。

さくらジュエリーインタナショナル㈱、㈱三和真

GEMS㈲、
村田宝飾㈱、
㈱ヤマ、
㈱ユニオン真珠。

これ から 福 井

て、健康グッズの販売先4社と、台東デ

今 回も、人

での先 着 6 0 0
名にレストラン
街の食 事 券と

中央宝石研究所各セミナー 2018
セミナー名

8月

9月

10月

−

18〜19

13〜14

−

ベーシックコース（東京）

2〜3

6〜7

ベーシックコース（大阪）

23〜24
28〜29

27〜28

−

ダイヤモンドコース（東京）
ダイヤモンドコース（大阪）
博多ダイヤモンドコース
パールグレーディング（東京）
宝石鑑別コース（東京）

−
−
−

−
11
−

4〜5

25〜26
−
16
11〜12

※上記日程は都合により変更となることがありますので、
あらかじめお問合せの上
お申し込みください。
●受講料（税込）
ベーシックコース
ダイヤモンドコース
パールグレーディングコース
宝石鑑別コース
●セミナー開催時間：東京
大阪
博多

（2日間）
（2日間）
（1日間）
（2日間）

￥25,000+消費税
￥25,000+消費税
￥12,000+消費税
￥30,000+消費税

10:00〜17:00
10:30〜17:00（会場の都合により）
10:00〜16:30（開講最低人数5名）

お申し込みは下記までお願いします
東 京 TEL03-3837-0855 FAX03-3839-1455
大 阪 TEL06-6245-5187 FAX06-6245-5197
博 多 TEL092-472-3038 FAX092-472-3046

その他 、日本 眼 鏡 学 会 監 修で、経

今後も業界の役に立つ意義ある展示

500円1000本、6等100円2000本の合

今回は“お客様サービス”の一環とし

信による一般消費者への拡散。

JTOフェア賞（現金）
は、特賞5万円3

ジュエリータウンおかちまち
（JTO） ザイナーズビレッジより多数の賞を獲

れる。時間は10時〜16時。

時）。3つ目は、インフルエンサーの発

特 設コー ナ ー は 、
「 福 井ゾーン 」
「 I O F Tラグジュアリーコレクション」

「 海外デザイナーエ
また、福井県眼鏡協会の竹内良造会 「IOFTブティック」
リア」。

