多数紹介する。

今田氏

㈱桑山がIJTで発表す

は 、日 本

る 新 作 コレ クション

さらに、継続して実施

の宝飾加

HAPPINESSの中で、特

しているヒコ・みづのジュ

工技術の

に注目したいのが、自由

エリーカレッジとの産学

な形状、
動きを研究し、
新

協 同プログラムで学 生

「日本の

目し、多くのモノが生まれては消えてい

しいデザインを追求した

が作成した優秀作品を

職人がつく

く中、流行に左右されることなく真に上

るダイヤモ

質で長く愛されるジュエリーを作りた

EARRINGS」=［写真］。

で来場者からの評価を

ンドジュエ

いとの願いを叶えることができるのは、

また、
好評の
「3D Tech-

仰ぐ企 画を行っている

リー 」をコ

東京にある工房でジュエリーを製作す

nol o g y 」シリーズから

ので、次 世 代の若 者を

ンセプト

ることだと確信。SERI TOKYO合同会

は、様々な仕

に、
日本屈指の熟練職人による細部に

社（東京・銀座5-6-12みゆきビル7Ｆ）

掛 けを 施し

まで手を抜かない、
こだわりの“モノづ

を設立し、
ジェモロジストが厳選したダ

たデザインが

くり”を信念とした、東京発ライフスタイ

イヤモンドを東京にある工房の熟練職

変 化 する 斬

ルダイヤモンドジュエリーブランド

人が時間と手間を惜しまずに仕立て、

SERI TOKYOが、1月にデビューした。

世界に誇る
「Made in Tokyo」
ダイヤ

トレンドを意識したダイヤモンドの多

代表の今田百合子氏は、国内宝飾

モンドジュエリーを追求。
ダイヤモンド

石使いが繊細で美しいデザインのダイ

企 業 でダイヤモンドル ースのセレク

そのものの輝きを最大限に引き出すこ

ヤモンドシリーズ「Jewelette」からは、

ターとしてキャリアをスタートし、その

とを大切にしているという。高い品質を

後外資系宝飾企業にてマーチャンダイ

熟練職人による手を抜かないモノづくり

SERI TOKYO 高さに注

展示し、コンテスト形式

「HARMONY CAST &

新作コレクションをIJTで発表
総合メーカー桑山のHAPPINESS

1月 日より事前予約開始

日本の宝飾加工技術の高さに注目し
世界に誇る
「Made in Tokyo」を追求
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応 援 する一
環としても立
ち寄りたいと

シチズン ブランドアンバサダー

2019年（平成31年）1月15日

大坂なおみ選手着用モデル第2弾

（6）

（昭和25年2月28日第3種郵便物認可）

第2375号

目を 浴 びることに
期 待が 高まってい
る。
第2弾モデルは、
軽さと快 適な着け
心 地 を 実 現した
スーパーチタニウム
TMのケースに、大
坂選手の躍動感あ
ふれるダイナミック
シチズンブラ

なプ レイ・イ

ンド ア ン バ サ

メージからイ

ダーのプロテニ

ンスパイアさ

スプレー ヤー 、

れ た 、ビビッ

大坂なおみ選手

ドなオレンジ

が試合中に着用

色でカラーリ

するスマ ート

ングしたユニ

フォンとリンクす

セックスモデ

ゴールドの新作3ラインに加え、
プラチ

るアナログ腕時計「シチズン エコ・ド

ル。限定数量

維持するため、限定数のみの受注生産

ナ1ラインが登場するのをはじめ、ほか

ライブ Bluetooth」の第2弾モデル

1 0 0 0 本 で、

ジングセールスプロモーションを担当

でサービスを開始。0.5カラット台ダイ

にも多 彩なジュエリー及び素材を揃

が3月7日に発売されることが発表さ

価格は7万

した経歴があり、GG資格を保有。宝飾

ヤモンドペンダントで、予価47万円＋

え、総合ジュエリーメーカーとして消費

れ、1月14日から事前予約が開始さ

5 0 0 0 円＋

品への審美眼に自信を持っている。

税〜となっている。

者の幅広い要望に応えられる商品を

れた。

路傍の
路傍の

カ
カナ
ナリア
ア49

新な新作が提案される。

ある。精神と肉体の一体となった人間

税。
ケース経は40.5mm。

昨年の8月にブランドアンバサダーに

シチズン エコ・ドライブBluetooth

就任した大坂選手は、グランドスラム

は、充電作業の煩わしさからユーザー
を解放する光発電エコ・ドライブを採

老舗眼科を訪ねてようやく原因がはっ

れないし人によっては臓器かもしれな

きりした。以前服用した医者処方の咳

いし脳の奥の奥かもしれない。我々は

トーナメント
なるものの生命の不思議と複雑さは、 （テニスの世界四大大会）

止めの薬の副作用であった。副作用を

薬の副作用というものを自覚症状のな

例えば胎児の生成過程で生物の系統

緩和する薬をもらって視力は回復、事な
きを得たが、
「よくわかったな」
というの

の一つ、全米オープンテニス2018にシ

用するとともに、直 感 的 な 操 作 でア

いものは無視しがちだがそれはとても

発生が現れるところからもうかがえる。 チズンエコ・ドライブBluetoothを着用

ラームや時差修正などの設定を可能

危険な事でもある。

医者は馬鹿の集まりではないことだけ

して参戦し、シングルス優勝の快挙を

にするシチズンが独自に開発したアプ

が私の実感である。
というよりも、地方

症状が収まれば薬のことなどケロリ

は確かだが、だからと言って話を鵜呑

達成。大坂選手の人気とともに、着用

リケーションを搭載。2012年に登場し

の町医者には手におえない症例なのだ

と忘れてしまいがちだが、体内に入っ

みにしていいほどには今の医学に信頼

の時計が注目される中、1月14日から

て以来、先鋭的で美しいデザインとし

ろう。
さすがに全国から患者が訪ねてい

た薬が速やかに排出されるものかどう

がおけるわけではない。医者は権威の

開催される全豪オープンテニスより着

て、
コネクテッドウオッチ市場に独自の

く有名眼科だと感心もしたが、一方で薬

かについての情報開示というものは聞

塊のように我々に接してくるがすべての

用される第2弾モデルにも、
さらなる注

ポジションを作り出している。

というのは怖いものだと改めて感じた。

いたことがない。
「 患者は医者の言うと

学問と同じように医学も発展途上であ

すこし前の日経の記事に薬の効き方

おり黙って服用すればよい」
という考え

ることだけは肝に銘じておく方が安全

の解説が「分かりやすく」掲載されてい

が一般的だが本当にその通りか。薬の

というものだ。

家人が運転免許の更新にあたって事

たが、それによると薬は小腸で吸収さ

なかには体内に長く残留してしまうも

前に視力の検査を受けたら、合格基準

れて血液の流れに乗って患部に辿りつ

のもあるのではないか。家人の咳の症

値に達しない。
メガネの度数を上げる矯

きその効果を発揮するということになっ

状は確かに治ったわけだから薬効を否

健康な体を授かったことを両親とそれ

正視力でも同じこと。
これはおかしいと

ている。間違いではないだろうが、薬は

定はしないが、
もしも家人が妊娠初期

に連なるわが血族に感謝しなければな

いうことで市内の眼 科 医を何 件もま

血液に乗って全身まんべんなく行き渡

の場合はどうなのか、男性なら精子に

るまい。元気なのは
「もう一仕事しろ」
と

わったが、何 処の医 者も原 因 不 明で

るからその結果患部にも到達するとい

残留薬の影響はないのか、薬の服用が

いう先祖か神様の伝言かしらと話題に

メディアにも取り上げられ話題と

困ってしまった。痛いまぶしいという自

うのが実際だろう。経口の通常の薬が

まわりまわって小さな命に思わぬ健康

したら、そんな上等な話ではない、
「憎

なった㈱今与（京都市中京区、今西

覚症状があるわけではないからほって

患部にだけピンポイントに辿りつくとは

被害をもたらす懸念を否定できない。

まれっ子世にはばかる」の類だと笑わ

信隆社長）
が展開するラボ・グロウン

れた。

ダイヤモンドを使ったジュエリーブラ

去年一年元気で働くことが出来た。

おいてもよかろうと思ったが、運転免許

とても思えない。
それゆえ、健常な体の

人間というものの体の仕組みという

がないのはさすがに不便。眼科医に紹

部位にも薬が作用して副作用が起きる

ものは、
まだまだ未解明のままでようや

貧骨

介状を書いてもらって東京御茶ノ水の

のだろう。
それは家人のように目かもし

く脳の世界の解明が始まったばかりで

cosmoloop.22k@nifty.com

いま話題の
ラボ・グロウンダイヤモンドの
ブランド

薬なるもの
医者なるもの
人間なるもの

ころだ。

「SHINCA」
が
IJTに登場
昨年の10月にデビューし

たばかりだが、SHINCAの

ジュエリー の 美しさや、ラ

ボ・グロウンダイヤモンドの

ンド
「SHINCA
（シンカ）
」
がIJTに出品
される。

輝きに驚くのは、ユーザー

はもちろんのこと、関係者に
おいても少なくない。今回は
お披露目のみで、卸売や催
事出展 依 頼 等は受け付け

ないとしている。
家庭用永久磁石磁気治療器

金具のないネックレス
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

南久宝寺町
No.2,13/F,Wah Hung Center,41 Hung To Road,
Kwun Tong,Kowloon,Hong Kong

〒110-0005
東京都台東区上野5-16-16 天美ビル3階
TEL:03-3836-5800 FAX:03-3836-5850
E-mail:info@sunchalaine.com
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。

