
簡単に着脱できるマグネット式にして、
留め金を無くしました。多彩なカラー
と素材展開で、どんなスタイルにも対
応できます。

http://www.sunchalaine.com

金具のないネックレス

家庭用永久磁石磁気治療器

ULTRA Neo®は当社の登録商標。商品は当社の特許製品。模倣行為は違法であり、禁止。
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　これまでジュエリー業界のCAD利用
者にとって高額な投資となっていた3D
プリンターを、より手軽に利用できるよ
うにと㈱鈴峯とXYZプリンティング社の
協力により、低価格で簡単な作業性を

もつジュエリー
向けの3Dプリン
ター「ノーベル
スーパーファイ

ンPlus」が8月のJJFでデビュー。ジュエ
リーの造形に耐えうる驚きの精度と小
型で定価格を実現した夢の3Dプリン
ターだと話題となっている。
　今回は発売を記念し、鈴峯が「ノー
ベルスーパーファインPlus」を実際に
実践で使用できる無料モニター限定3
社を募集している。
　モニターとしては、口コミや展示会、
SNSなどでのアンケート対応、アンバ
サダーとしてのPRを行う。モニター期
間は約3カ月。応募締切は11月20日。
詳細と応募方法は鈴峯の公式ホーム
ページ（www.suzuho.com）の無料
モニター募集キャンペーンで確認を。

　現在使用している値札・糸付
き値札に簡単に印字が出来る
「J・DiPO（ジェイ・ディポ）」【写
真】が、㈱中央宝石研究所・器
材部から発売され、好評だ。価

格は、19万8000円＋税。
　J・DiPOは、タッチパネル式の簡単
操作で、プライスライターの代わりに値
札が印刷できる優れもの。速乾性のイ
ンクを使っているので、すぐ触っても印
字が汚れず、誰でもきれいに値札に印
刷ができるのが特徴。
　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
に印字される。ロットナンバー、バー
コード、QRコードなどにも印字可能。
　インクの色は、黒・赤・青の3色。印刷
コストは、1枚当たり約20銭。J・DiPO専
用インクの価格は、各色とも1万9400＋
税。J・DiPO本体と専用インク合わせて
21万7400円＋税で販売。

　11月1日発売の「家庭画報12月号」
で、「今、“価値ある”ジュエリーとは」と
題して、“使用価値”と“交換価値”の観
点より、専門家たちが推薦するジュエ
リーの選び方を伝えている。
　「交換価値」が高いのは限られた石、
四大貴石の大粒リングをおすすめ！と
しているのは、ジュエリーアドバイザー
の原田信之氏で、資産性を重視するな
ら“石”を吟味としている。
　作り手の美への思いがこもったジュエ

リーこそ
「 使 用価
値」と「交
換価値」の両方をもつ、としているのが宝
飾史研究の専門家、山口遼氏で、渾身の
“デザイン”にこそ価値が宿るとしている。
　また、「真の意味での“価値ある”ジュ
エリーとは、使用価値があって、それを
ほかのものと交換したいときに、交換で
きる、つまり適正な価格で売れるもの
（＝交換価値）と言えるでしょう。ジュエ

リ ー は
使ったか
らといっ

て摩耗したり壊れたりはしません。しか
しながら、すべてのジュリーが交換価
値を持つものではないことは、ご存知
のとおりです」との、山口遼氏の言葉を
紹介。特集では、使用価値があり、同時
に交換価値もあるジュエリーとはどう
いうものなのかを、実例とともにまとめ
ている。

　家庭画報12月号（発行：世界文化
社）は、特別定価1300円（税込）。

　日本の伝統技術を世界へ
羽ばたかせるライフスタイルブ
ランド「NAGAE+」初の直営
店が、11月9日、外苑前にオー
プンする。
　NAGAE＋は、脈 と々受け
継がれてきた富山県高岡の
美を核に、日本の職人技と最先端技
術、デザインを掛け合わせたプロダクト

を展開し、国内外問わず多くの人から
愛されている。
　これまでに、パリやミラノでの展示
会出展やシルバーウエアブランド
Christofleとのダブルネームを発表。
昨年はトランプ大統領来日の際に、安
倍首相より日本からのギフトとして採
用された。
　その中で、㈱ナガエプリュス（東京都
渋谷区、鶴本晶子代表）は、長い歴史を
通じ大切に受け継ぐべき価値と、「美と
いう光で世界を輝かせる」というブラン
ドコンセプトを体現する場所として、新た
な発信地を設ける。世界中で注目を集
めるレストラン「フロリレージュ」の入るビ
ルの1階という立地において、美しさとと
きめきを放つ豊かな空間を作り上げる。

　伊勢丹新宿店本館
5階のセンターパーク
／ザ・ステージ#5で
は、10月31日～11月6
日までの期間限定で、
日仏友好160周年を
記念した、フランスの
トップメイクアップアー
ティスト
であり、
有 名 フ
ローリス
トでもあ
るエマニュエル・サマルティーノ氏が、
日本の伝統工芸品である鎌倉彫と西
陣織をアートディレクションし、日本の
伝統工芸の新たなるスタイルを提案す

る「ジャポニムズ～エ
マニュエル・サマル
ティーノが紡ぐフラン
スのエスプリと日本の
伝統美～」が開催され
ている。
　約800年の伝統を
誇る鎌倉彫の老舗・二

陽堂がリ
リースす
る新ブラ
ンドniyo-
do desi-

gnからは、ブランドデザイナーの三橋
鎌幽氏が、鎌倉時代より継承する技を
使い、サマルティーノ氏とコラボレー
ションしたペンダントを発表する。

　㈱メニコ
ンは、11月1
日より、季節
を感じて着
替えるコン
タクトレンズ
「フォーシー
ズ ン 」と
フォーシーズン用ケア用品「フォーシー
ズンケア」を全国のメルスプラン加盟
施設にて順次発売を開始する。
　「フォーシーズン」は、一日使い捨て
レンズなどの水分を含む柔らかい素材
以外で、モールド製法を実用化した世
界で初めてのレンズ。これによりレンズ
表面は滑らかに、また、メニコンがこだ
わるレンズ周辺部を薄くしたレンズデ
ザインにより装用感が向上した。
　同商品によって、ハードコンタクトレ
ンズと定期交換型レンズの長所を兼
ね備えた新カテゴリーが創出され、メ
ルスプラン会員に「季節を感じて着替
える」便利で快適なコンタクトレンズラ

イフの提供を行っていく。
　その特長は、これまでにな
い定期交換型レンズ（3カ月
定期交換型レンズ）。メニコン
では顧客の瞳の健康を守るた
め、使用期限を守って定期的
にレンズ交換が出来るように
メルスプランを提供している。
フォーシーズンは「季節を感
じて着替えるコンタクト」とい
うコンセプトのもと、洋服や化
粧品を季節に合わせて着替
えるようにコンタクトレンズも

季節ごとに楽しく取り替えることが可能。
レンズの色は季節をイメージした4色（ピ
ンク、グリーン、オレンジ、ブルー）を用意
し、3カ月ごとにレンズの色の変化を楽し
める。また、1箱4枚入りで、手元にスペア
レンズがあるという安心感を提供する。
　また、「限りなく裸眼に近いコンタク
トレンズ装用」という視点から設計され
たメニコンティニューのデザインをベー
スに改良を加え、レンズ周辺部を約
15％薄くすることで、まぶたへの接触
を軽減。さらなる装用感の向上で、やさ
しい着け心地となった。
　その他、高い酸素透過性やUVカッ
ト、国内生産など充実の装備。

2
秒
で
シ
ュ！
誰
で
も
綺
麗
な
値
札
印
刷

伝
統
技
術
を
世
界
へ
羽
ば
た
か
せ
る

ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
ブ
ラ
ン
ド

小型で低価格、驚きの精度を実現した
SUZUHOの３Dプリンター

伝統工芸の新たなるスタイルを提案

世界初の実用化に成功

“価値ある”ジュエリーの選び方

鎌倉彫と西陣織をアートディレクション

中宝研から「J・DiPO」発売

■上質なダイヤモンドへアップグレード        
　 ith／イズ

　ブライダルリングのith／イズを手掛
けるアーツアンドクラフツ㈱（東京都武
蔵野市、宮崎晋之介代表）は、11月1
日よりダイヤモンドアップグレードフェ
アをith全国8アトリエでスタートした。
　期間中、婚約指輪・結婚指輪の3点
を購入した人の中でも、婚約指輪のセ

ンターストーンにラウンドブリリアント
カットダイヤモンド（0.20～0.35ct）を
用いたデザインを選んだ人を対象と
し、購入者が選んだダイヤモンドを基
準に、同等の価格で1～2ランク上質な
透明度を持つ婚約指輪に仕立てるも
の。
　最高でIFクラスまでアップグレード
を受け入れるとしている。

無料モニター募集中

伊勢丹新宿店本館ジャパンセンスィズ

着替えるコンタクトレンズ
メニコン「フォーシーズン」

「家庭画報12月号」で伝授

「NAGAE＋」

みを変える「地方分権」の動きである。
掛け声は立派でも結局国主導から脱
却できないのは、移譲された権限を縦
横に使えるだけの人材が地方には少
ないという現実がある。国家官僚に渡
り合うにはそれに見合うだけの力量の
ある地方公務員の存在が不可欠だが、
それには国家官僚と同程度の試験を
地方にも要求するになる。それは明治
以来の国家公務員試験制度の抜本的
改革なくしてはありえない。首相が旗を
振って成しえることではない。何事によ
らず権限の委譲－、とりわけ有能な能
吏から取り上げるというのはこれはこ
れで大変な抵抗力なのである。

　ドンキホーテの快進撃の一つに現
場への大胆な権限移譲があるが、それ
は創業当初からの手法だからこそ根付
いているので、壊すべきシステムはもと
もと無かったという事情がある。
　GMSが長年親しんだ組織を変革す
るには、人間と人間の関係性という実
にウエットなシロモノと正面から向き合
わねばならない。社長が号令をかけて
幹部が絵図を書いて中間管理職が骨
を抜いて現場の長がお茶を濁して万
事メデタシ。それでは困るのだが。

　　　　　　　　　　　　　  貧骨
   　   cosmoloop.22k@nifty.com

　チェーンストアの考え方でいえば、
品揃えもサービスもチラシ販促も画一
的な店舗を全国に作っていくことで、
規模の利益、効率の利益を追求するも
のである。今でもチェーンというのはそ
ういうもので運営されていると思うが、
その画一性そのものが消費者のニーズ
とずれてきていることも紛れもない現
実である。モノ不足、右肩上がりの経
済、売り手本位のマーケットという背

景のもとでの
成功方式が、
今の消費者の
目にはありふ
れた、面白み
に欠ける店舗
運営に感じら
れるという事
でもある。そこ
で画一性から
脱け出してそ
の地域地域に
合わせた店づ

 

　１９７８（昭和５３）年，特許協力条
約への加盟に伴う新法の制定及び同
条約に基づく国際出願の開始，並びに
農産種苗法の一部改正に伴う改正が
行われた。
　１９７８年　東芝が日本語ワードプ
ロセッサを発売
　１９７９年　日本電気がパソコンＰＣ
８００１を発売，６４ＫＤＲＡＭ出荷が
始まり８０年代の世界市場を圧巻
　１９８０年　富士通ファナックでロ

ボットによるロボット生産，自動車の生
産台数は１１０４万台で世界首位
　１９８１年　東海村では動燃再処
理工場が操業開始
　１９８２年　民事訴訟法等の一部
改正に伴う改正，ソニーがＣＤプレイ
ヤーの販売開始，本田技研がオハイオ
工場での操業開始
　１９８３年　国家行政組織法の一
部改正に伴う改正，初の通信衛星さく
ら２号ａを宇宙開発事業団ＮⅡロケッ
トにより打上げ，工作機械の生産額が
世界首位
　１９８４年　特別会計法の制定に
伴う改定，ガットが日本の工業製品輸
出額が世界首位と発表
　   
     （特許業務法人共生国際特許事務所所長）

　其の29

１９７０（昭和４５）年～
１０年間の特許・技術動向
〔後半〕

佐藤英昭弁理士による

『特許の哲学』

業界雑感
GMS　
「地域密着型」の虚妄

小売の十字路小売の十字路 150

くりに変換しようと躍起になっているの
が、不振の淵にある総合スーパーであ
る。ヨーカドーもイオンも思うように営
業利益を上げられず、ユニーに至って
はドンキホーテについに飲み込まれて
しまった。時代の要請にこたえた「地域
密着型」に素早く転換できれば、状況
は変わっていたものをと思うが、素早く
できないところにチェーンストアシテム
という構築物の硬直性がある。
　チェーンシステムを本部と現場店舗
の関係性で見ると、圧倒的に本部の権
限が強い。商品仕入、販売促進企画、
情報分析、社員教育等々。当然のこと
ながら本部に人材が集まることになる。
現場はこの本部の指示通りに動くこと
が至上命令で、その徹底度がチェーン
システムの成否につながっている。本
部に集計される情報の精度は各店が
それぞれの裁量で運営される幅が少
ない方が上がるということになる。店長
以下現場従業員は、いわば本部の実
行部隊という位置づけになる。この方

式に長い間慣れ親しんで店で働いて
いると、目の前の客の要望を吸い上げ
て売り場に反映させることよりも、指示
されたことを正確に速やかにこなすこ
とこそが第一になる。本部の人間もま
た現場にそれを望むのである。
　そこへ「地域密着型」である。その地
域に相応しい品揃え、サービス、催事
の企画とタイミングの判断、正確な情
報分析・・・、これらの業務をこなして
かつ業績に寄与できるようになるには
それにふさわしい人材の育成、従前の
従業員の根本的な意識改革、本部の
人間から権限を取り上げて現場に移
す組織改革が必要とされるが、それは
社長の宣言一つで成しうるほど簡単
な事ではない。モタモタしているうちに
業績は上がらず、結果、本部主導の
「地域密着型」という木に竹を接ぐが
ごとき中途半端なものになるのが必定
である。
　これと似たような事例が、最近はあ
まり話題にならなくなったが国の仕組
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