新たな広告キャンペーンも展開する
ROYAL ASSCHER

ヤリング：113

パーツと、中央部を透かした清涼感あ

立 た せ 、

万4000円（全

ふれるパーツのコンビネーションは、
リ

ヨーロッパ

て税込み）。

ズム感と躍動感を生み出している。細

の歴史をも

部まで行き届いたアシンメトリックなロ

照らすシャ

ロイヤルの称号を授けられた

唯一無二のダイヤモンドジュエ

ングレックレスは、手持ちのネックレス

ンデリアシ

ラー
「ROYAL ASSCHER」
（㈱ロ

との重ね着けなど、フォーマルからカ

リーズ 。価

イヤル・アッシャー・オブ・ジャパ

ジュアルなシーンまで幅広いコーディ

格：ペンダ

ン）
は、8月24日、銀座本店による

ネートが 楽しめる。価 格：ペンダント

ント167万

「PRESS PREVIEW 2018」
にお

（上）124万2000円、
（ 下）129万6000

4000円
（税込み）。

円
（全て税込み）。

いて、
今期ブライダルジュエリーに
加え、最新のダイヤモンドジュエ

また 、こ

リーやファッションジュエリーなど

れまでのイ

幅広いラインナップを紹介した。

メージビ
ジュアルを

流れるような美しいシルエット

クリエイティブディレクターが手がける

（昭和25年2月28日第3種郵便物認可）

﹁ TASAKI Atelier
﹂の新作を展開

今秋発売の幅広いラインナップを紹介

第2366号

2018年（平成30年）9月1日
TASAKIは、TASAKI
クリエイティブ ディレク

（3）

片耳 1 9 0 万 円 、両 耳 3 8 0 万 円 ］や、
パールを柔らかく包み込むように、海の

ター プラバル・グルン氏

中でオー

が デ ザ イ ン す る

ロラのよう

「TASAKI Atelier」の新

に煌く光を

作を8月28日より展開開

表現した、
「Aurora」

始した。

［写真②

TASAKIならではのモダ

／イヤリン

ンなリュクスの世界を体現

グ（ 右 耳

する
「TASAKI Atelier」
の

用 ）5 0 万

“シュルレアリスム”をテー

円、
リング

マとしたコレクションは、現

（左手）65

代に再燃しているシュルレ

万円、右手

アリスムの芸術運動の中

22万円、

が特徴の「FASHION JEWE-

世界最大のダイヤモンド原石「カリナ

刷 新 。ブラ

LRY COLLECTION」は、
自然

ン」
からカットされた9石の大粒ダイヤモ

ンドの世界

界に存在する水や風を連想さ

ンドをモチーフにした「CULLINAN

観をよりわかりやすく表現すべく、新た

性たちのために、TASAKI

せる流線からインスピレーショ

NINE SHAPES COLLECTION」か

な広告キャンペーンを展開する。撮影

というジュエラーのルーツである真珠や

ンを得た。ペンダントトップを包

らはロングステーションネックレス2型

は、本拠地オランダを舞台にし、数々の

海をモチーフに生まれたもの。
身に着け

エーションがさらに充実したほか、新

み込む2層のまばゆいダイヤモ

が登場。夫々に瑞々しいプラチナ素材

ワールド広告で活躍中のオランダ人モ

る女性たちを一層輝かせ、
エンパワーす

シリーズとして、変幻自在にその形を変

ンドが立体的な曲線美を際立

とモダンな印象のイエローゴールドの2

伝統的なヨーロッパの様式美をジュ

デルEstella Boersma氏を起用。今後

るような魅力に満ちた、
グラマラスで洗

える波のダ

たせ、中央のマーキスカットダイ

色展開。

エリー に 昇 華した「 E U R O P E A N

も国内及びアジア市場への直営店展

練されたジュエリーコレクション。

イナミック

で描かれるたくましく鋭敏

ブレスレッ

で知的な存在としての女

ト7 2 万

②

円］
など、様々なシリーズでアイテムバリ

ヤモンドと、
マーキスカットの枠にセット

大小異なる9つのパーツをランダム

ARCHITECTURE COLLECTION」

開に向け、着々と準備を進め、世界を

高いと

なフォルム

された3石のダイヤモンドの魅力を最

に配 置し、胸 元を華 やかに演 出 。フ

からは、
シャンデリアから着想を得た新

代表するダイヤモンドの名門カッティン

ころから

をとらえた

大限に引き出している。価格：ペンダン

レームの中央にラウンドブリリアント

たなダイヤモンドペンダントが登場。揺

グジュエラーとして、
その輝きで人々を

ダ イ ナ

デザインの

ト
（左）356万4000円、
（右）81万円、
イ

カットの眩いダイヤモンドを配置した

れるたびにロマンチックな雰囲気を際

魅了し続けるとしている。

ミックに 「Surge

モール「 ハ ーバ ーシティー 」

を超える。

に、香港・マカオ地域で9店舗

ロス先行発表のコレクションも発売

的なファサードから一歩店

光輝くウインドーが印象

内に入ると、
ブランドカラーである紫や

ばめられ、
ジュエリーとともにブランドの

よび売り上げNo.1を誇り、
とり

美意識を感じられる空間となっている。

わけ中国本土からの旅行者に

雪」
「八重霞」
「花麗」
「叶」
の新作を、
全国
の直営店に先駆けて発売開始した。

京都発のジュエラーNIWAKA（㈱
俄）の「神戸店」が8月23日に移転・拡

トに面した大型の路面店となる。
1階にファッションジュエリー、地下1
階にはブライダルジュエリーが展開さ
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中宝研器材部から値札印刷が簡単に出来る
「J・DiPO（ジェイ・ディポ）」発売

インクの
色 は 、黒・
赤・青の３

30

周年記念パーティを開催

しい
「神戸 旧居留地」のメインストリー

自然科学理論による
より正確な
エンハンスメント鑑別書

エクミスが設立

位 置する同ショッピングモー

行発表のコレクションより、
「京小路」
「花

を連ね、近代洋風建築の街並みが美

尖沙咀（チムサーチョイ）に
ルは、香港における集客数お

で有名女優が着用したロサンゼルス先

新店は、
ラグジュアリーブランドが軒

にオープンした。

格子のデザインなど、歴史の中で培われ

アカデミー賞など数々のレッドカーペット

大オープンした。

目となるミキモト直営店が7月

てきた象徴的なモチーフが随所に散り

また、移転・拡大オープンを記念して、

雨上がりに輝く京の石畳をデザインした
「京小路 KYOKOMICHI」
のリング。
750WG, Diamond

香 港 最 大 のショッピング

香港・マカオで9店舗目

両フロアの総面積は330㎡

れ、吹抜け階段で結ばれた

香港最大の
ショッピングモールに
直営店
MIKIMOTO

NIWAKA神戸店が
移転拡大オープン

流れ落ち （サージ）」

人気が高く、MIKIMOTOは

る滝にイ

中国・香港における売り上げと

ンスパイ ［写真③／

ブランド認知のさらなる拡大

アされた

を目指すと共に、養殖真珠の

「Water

代 名 詞とも言 われるM I K I -

fall」
［写

MOTOのブランド力と優れた
商品力を生かしながら、日本
発のグローバルブランドとし

て、
アジア市場における確固た

る地位の確立を目指す。

シリーズ

真①／イ

ヤリング

①

イヤリング

150万円、

リング（ 中
指 ）5 8 万

③

円、
（人差し指）29万円］が加わった。

全国から有力販売店多数が訪れて賑わった
「D&D COLLECTION 2018」

億円市場と思っていま

コンコルドジュエ

的なデザインの融

す。30周年一緒に歩ん

リーはじめシンティ

合は、ロベルト・デ

できた社 員を大 切に、

ラ・モナコなど多彩

メリオのジュエリー

“想いを一緒に伝えてい

なブランドジュエ

を作る上での重要

く会社”を目指して40、

リーの輸入代理店

なテーマとなってい

50年頑張りますので今

であるヨシディア㈱

る。中心価格帯は、

後ともご支 援 、御 鞭 撻

恒例のユーザー展

40万円以上。

「D&D COLLEC-

更には、
「おとぎ

㈱牛島屋・武内保衛

TION 2018」が8

話の世界」
をコンセ

ジュエリー・リフォームの

会長が来賓のトップとして
「山田社長の

月22・23日、東京・

プトとするイタリア

リーディングカンパニーである

特徴は明るい笑顔。
それと人柄の良さ

恵比寿のウェスティンホテル東京で行

ン・アートジュエリー「サンタゴスティー

㈱ エクミス（ 東 京 、山田 悟 社

で人は付いていく」、
ついで“人を大切に

われ、全国から販売店多数が訪れて

ノ」は、幼い頃に夢見た世界観をメッ

長 ）の設 立 3 0周年 記 念パー

する経営学会”の坂本光司会長が「一

賑わった。

セージとして込めながら、多彩な種類

ティが8月21日、東京・銀座の

年間で20万社以上の企業が誕生する

今回は特にイタリアン・ジュエリーに

の宝石を使って生命の神秘を表現す
る、その独創的な手法で作られている

のほど」
と挨拶した。

GINZA SIXで開催され、全国

が3年で5％しか残らない。そのうちの

力を入れて展示、来場者の関心を呼ん

の 取 引先 はじめ 来 賓を含め

70％は赤字経営。
そんな中で30周年を

だ。
まずは現代感覚あふれる創造力と

幻想的な世界観が、新感覚のアート

150名を超える来場者が祝い

迎えるエクミスは、
山田社長の笑顔と経

デザイン、
そして高度なクラフトマンシッ

ジュエリーとして最も注目されているブ

に駆け付けた。

営手腕だろう」
と祝辞。㈱小倉呉服店の

プの革新的なイタリアン・ジュエリー

ランド。
またバチカンや教会の為に美しいロ

この記念式典は、同社の山田幸子

とする独特な世界観を生み出す日本初

ザリオや十字架を創作するジュエラー

31歳で加工会社を立ち上げ

副社長プロデュースによる社員が総出

上陸のジュエリーで、
ラスベガスやバー

として1 8 7 8 年に創 業したイタリアン

た。当時はバブル期で何もしな

で迎える手作りパーティ。中でも全国

ゼルなど世界的なフェアで高い評価を

ジュエリー「マリアーニ」は、都会的な

くても売れた時代でリフォームの需要

から駆け付けたOB・OGと現社員が集

受けている。特に、特殊なスチールのバ

香りがするモダンジュエリーと逸品製

はなく苦労した。社員に恵まれ20周年

い、同社の30周年を迎えた山田社長と

ネを用いた伸縮自在なブレスレットや

作にこだわったオートクチュールの世

に、
プライスライターの代わりに値札が

を迎えた頃からジュエリー業界も当社

幸子副社長に30万円相当の旅行券や

リング、ベアリングを用いたスピンリン

界へと昇華しており、世界各国で絶大

印刷できる優れもの。速乾性のインク

の中身も様変わりしてきた。浦和と柏に

花束の贈呈があり、両者は
「こんなうれ

グ、
フレキシブルにねじれるブレスレット

を使っているので、
すぐ触っても印字が

アンテナショップを出店、直接お客様

しいことはありません」
と感激していた。

など、
プロダクト・イノベーションと革新

汚れず、誰でもきれいに値札に印刷が

の喜ぶ顔を見ることが出来たのが一番

できる。

の収穫。試算ですがリフォームは2千

色となっており、値札の印刷コストは、

に簡単に印字が出来る
「J・DiPO(ジェ

１枚当たり約20銭。J・DiPO専用イン

イ・ディポ）」
【 写真】が㈱中央宝石研究

クの価格は、各色とも￥19,400＋税。

￥198,000＋税。

￥217,400＋税。

所・器材部から発売される。価格は、 J・D i P O 本 体と専 用インク合わせて
タッチパネル式の簡単操作で簡単

値札（幅約30mm）のフォーマット
が入っているので、J・DiPOに値札を
差し込むだけで、指定の位置にきれい

先ずは同社の山田社 長は
「16歳の年で熊本から上京、

■9月20日にTDE昼食講演会

写真は、山田悟社長と幸子副社長に
花束を贈呈のスナップ。

ンキンソン尚子氏を講師に迎え、価格
が下落し、一部では底を打ったとの見
方が出ている宝飾品には欠かせないプ

日本最大の
パーソナルギフト

小倉輝久社長の乾杯で祝宴に入った。 「ロベルト・デメリオ」は、黒と白を特徴

現在使用している値札・糸付き値札

な人気を誇っている。写真はイタリア

ン・ジュエリー「マリアーニ」。

9月4日〜7日
「ギフト・ショー」 マに、9月4日〜7日に開催される。

最高品質のジュエリーとレザーのク

東 京 ビッグ サイト全 館 に

ラフツマンシップを融合させた、
自分好

3500社が集う
「第86回東京イ

みにカスタマイズできるバングル、ハン

ンタ ー ナ ショナル・ギフト・

ドメイドならではの愛おしさを感じさせ

に印 字される。ロットナンバー 、バー

9月20日開催のTDE主催の9月昼食

コード、QRコードなどにも印字可能と

講演会のテーマは「プラチナとプラチ

ラチナの海外・国内の需要、動向、見通

ショー秋」が、“健康でアクティ

る、日本の職人によって作られる革製

ナ・ジュエリーの現状」
と題し、PGIのハ

し、価格推移などについての話を聞く。

ブな暮らし方への挑戦”をテー

品や木のアクセサリー等が出展。

なっている。

