・松下電器とパイオニアがＤＶＤプレイ
ヤーを発売

其の

・電子機械工業の生産額は２４兆４３

１９９６（平成８）年〜
１９９９（平成１１）年の
特許・技術動向

００億円で自動車を抜く
・ＮＴＴの分割発表，長距離部門の国
際通信への進出が始まる

商標法条約

１９９８
（平成１０）年

損害賠償制

加入に伴う改正並びに不使用取消審

度・意匠制度見直し，ペーパーレスシ

判制度改善，連合商標制度廃止，異

ステムの意匠・商標への拡大，国と国

議申立制度の登録後への移行，標準

以外の者との特許権等の共有に係る

文字制度採用，周知商標保護強化の

特許料等の減免等並びに種苗法の改

ための不登録事由追加，立体商標制

正に伴う改正が行われた。

度創設，団体商標制度明確化，商標

１９９９
（平成１１）年 ＮＴＴドコモ

登録料分割納付制度採用，現金納付

がインターネットに接続する携帯電話

ロシア・ジュエリー産業をリード
するジュエラー 、S A S O N KO -

制度導入，指定商品書換制度創設， ｉモードを発表。

JEWELLERY HOUSE社（サンク

商標権侵害罪に係る法人重課の適用

トペテルブルク）が、
アジアの宝飾

等並びに民事訴訟法の改正に伴う改

小売の十字路 153
小さな苦言

（特許業務法人共生国際特許事務所所長）

希望する業者には例え送料有料で
も配布しないのかさっぱりわからない。
入場をスムーズにするためにVIP受付

今年も国際宝飾展が東京ビッグサ
イトで開催された。主催者や問屋筋か
ら同種の招待券が幾通も送られてくる
が、会場の図面というのは当日入場し
てからでないと手に入らない。
これは買
い付けに行く業者の側から見るととて
も不便なことで、加えて会場が広い上
にA会場B会場２か所に分かれている
のだから目当てのブースを見つけるの
に一苦労する。またゆったりできる場
所も無いに等しいので会場内を右往
左往することしばしばである。実に効率
が悪い。一日の歩き見る効率的な行動

であろう。そのあたりへの問題意識が
IJT事務局にはかけているのではない
か。
これは出展している業者にしても、
自
分の位置を事前に正確に知らせにくい
という意味でマイナスに作用しているに
違いない。
昨年は事前に会場図を送ってもらう
よう交渉して、
とりあえず縮小コピーを
FAXで手に入れたが、鮮明ではないた
めほとんど役に立たなかった。今年も

ジュエリーコーディネーター連載1

サンクトペテルブルクからの贈り物

アジア初出展のロシアのジュエラー
ステンドグラスのように光が透けて見え

「SASONKO」

ションなどは独特なデザインが光り、差

場図の事前配布の方が遥かに利用者

るプリカジュールエナメルの技法を使っ

別化を図りたいジュエリー愛好者たち

の利便性を高めるのではないか。IJT

たリングやピアス、ペンダントなど3つの

や 小 売 店 向き。くるみ 割り人 形をイ

事務局に是非検討願いたい。

コレクションを紹介し、注目された。

メージした置物のコレクションなど、独

ジュエリーコーディネーター資格制度（JC）が誕生してから20年余り、
JC資格登録者数も1万人を超えようとしている。ジュエリー産業の健全な
発展と消費者の利益に資することを目的に創設されたJC資格制度は、消
費者との架け橋として期待されるとともに、安心・安全な流通を図るのにも
役立つ基本知識が備わっている。異なる店舗やシチュエーションによりJC
資格の役立て方もそれぞれ。JC資格者に話を聞いてみた。

同社はサンクトペテルブルクに本社

特の雰囲気があることから、かつて海

㈱三越伊勢丹特選・宝飾時計MD

こともありますので、JCバッジがあること

を置く、
アートギャラリー兼ジュエリー

外の展示会で仕入れたことのある小

統括部新宿特選・宝飾時計営業部宝

によって安心感を与えることができると

会社。

売店はIJTでの再会に喜び、大量仕入

飾アシスタントバイヤーの戸栗有夕美

感じています。
お客様の中には豊富な知

（とぐり・あゆみ）さんは、ジュエリー

識をお持ちの方も沢山おられますので

「BALLET」は、バレリーナからイン

れを行ったという。

コーディネーター（JC）2級取得者。

…」
と役に立つことが多かったようだ。

宝 飾の小 売 業 が 仕 入 れをする場

スパイアされたコレクションで、世界的

「VLADIMIR LOPATIN」は、
ロシ

合、現在のマーケットに流れ込んでくる

に有名なバレリーナ、Ulyana Lopat-

アの芸術家が制作した作品で、海洋生

現在、商品やイベント訴求などを担当

宝飾品には正真正銘の新品もあれば、

kinaさんも愛用していることから、バレ

物や、蝶々、虫などを独特なタッチで描

する部署で働く戸栗さんは、美しいもの

垣根を越えて紹介することができる
「ブ
ライダルリングアテンドサービス」を実
施しており、
「 多種多様な質問をされる

廃業した小売店の店頭品もあり、買取

エファンの間では人気。エナメルをス

き、
自然の広がりを見せるコレクション

が見られることで、毎日が楽しく、
いろん

店が消費者から買い取った状態のい

カートに見 立て、優 雅な耳 飾りや指

となっている。大振りなペンダントでは

な事に興味を持っている、入社5年目。

い品物もある。
また再仕上げをした買

輪、ペンダントを揃える。

あるが、軽くて着けやすく、オシャレ感

い取り品もある。
ジュエリーの場合その

また 有 名 な 画 家 の M I H A I L

あたりの区別は一目ではつかない。店

CHEMIAKIN氏がデザインしたコレク

JC3級を受けたのは、入社2年目の

また、伊勢丹新宿店では、
ブランドの

ことが多いので、知識があることが重

宝飾販売の担当になって直ぐのこと。 要になります。多くのことをJC3級のテ

の出るアイテムとして有効だ。
問い合わせは、弊社（藤井）
まで。

頭の滞留品の方が小傷がついていて

店頭販売を任せられたこともあり、会

キストでカバーすることも可能ですが、

社による資 格 取 得システムを利 用し

JC2級の知識があると、各ブランドのヒ

中古にみえ、中古仕上げ品の方がまさ

信頼が要の宝飾業界であればこそ、似

た。テキスト代や受験料、資格更新費

ストリーと商品知識をリンクさせ、わか

にピカピカの新品にみえても何の不思

たような事件を起こさないためにも新

用を会社が負担している。

りやすく説明ができるようになるので、

議はない。だからなにをもって「 新 品

品の定義は速やかに発信されてしかる

ジュエリー」
なのかがかなり曖昧になっ

べきである。

戸栗さんは「服飾希望で入社しまし
たので、はじめは知らないことだらけで

大変役に立っています」
と、JC2級取得
の意義は大きいとしている。
もちろん取引先との商談や、伊勢丹

ていると同時に、意図的に中古品を新

貧骨

した」
と宝飾について詳しくなかったと

品として売ってしまう小売店があっても

cosmoloop.22k@nifty.com

いうが、受験日までの2カ月で詰め込

新宿店が力を入れているジュエリー作

み、合格したという。
「 専門用語やカタ

家の先生たちとの会話においても共通

JGS主催、2月22日「勉強会」

カナなど覚えにくい単語や科学的な要

言語で話ができるようになり、
自分自身

素なども多くありましたが、楽しく勉強

も楽しいと話している。

一般社団法人日本宝

できました。テキスト1冊には幅広く情

不思議ではない。
これは是非のない現実であって、今
のところ週刊誌ダネになるような業界
不祥事が起きているわけではないが、

である。
この定義が業界の共通認識と

危なっかしい状態であることは誰にで

なれば、
消費者から買い取ったものは未

も理解できるはずである。

使用であっても中古品であり、店頭処分

日本ジュエリー協会などの業界団体

品は新品の扱いになる。
これだけの線引

がこのあたりのことについてきちんと詰

きでも曖昧さは無くなる。
そのうえでIJT

めて「新品」についての定義を発信す

などの展示会では中古品を販売する場

れば、現在の混沌とした状態はかなり

合はその通りに表示する義務を出展業

整理されるであろう。

者に負わせればいいのではないか。

簡単なことで
「新品ジュエリーとは一

ジュエリーではないが、中古品を新

度なりとも消費者の手に渡っていない

品と偽って販売し詐欺罪で逮捕された

ジュエリーである」
と定義すればいいの

記事が先日ネットに載っていた。信用

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
〒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。

業界が植え付けた固定概念を打ち破り
オパールの新たな商品開発を

済ましたいと考えている業者が圧倒的

展し、制作が非常に難しいとされ、

貴重なコレクションで奥深さを知る 講師は堀内信之氏

予定が立たない。みな忙しい。一日で

第2376号

見本市として初めて1月のIJTに出

を増やしたりしているが、
それ以上に会

ジュエリー製品の新品の定義を
明確にした方がいい

IJTではなぜ事前に会場図面を
配らないのだろうか

改善の兆しはなかった。

三越伊勢丹新宿店︑戸栗有夕美さん

『特許の哲学』

１９９６
（平成８）年

（昭和25年2月28日第3種郵便物認可）

正が行われた。

佐藤英昭弁理士による

自信に繋がり︑
消費者へ安心感

2019年（平成31年）2月1日

会社のバックアップでやる気アップ

（6）

戸栗さん自身も、毎日ジュエリーを身

石協会（JGS）
は、
「オパー

報が網羅されていて、
とても役に立ち、 に着け接客することが多いとしている

ルマスターセットに観る

受験してよかったと感じました」
と振り

世界のオパール“オパー

返っている。

ルはすごい”」
をテーマに
した勉強会を、2月22日、
東京・東上野のオーラム
で開催する。
講師は、現在小売の前

2級を取得したのは入社4年目の現
担当に移ってからのこと。
「2級はテキストが多いことから覚え

が、
「もっと20代や30代の若い世代の
女性たちに、
アクセサリーだけではなく
ジュエリーを楽しんでもらいたいと思っ
ています。伊勢丹新宿店では、
オリジナ
ルブランドにも取り組んでおり、感度の

ることが3級に比べ格段に増えました。 高い若年層に向けたデザインと価格帯
勉強する内容も幅広く、
そして深くなり

の商品を他店よりも充実させています。

線で活躍するアンブロー

というブランドでは、冠婚
ましたので、珍しく就 業 後にカフェに 「PPEARLL」

ズ&カンパニーの堀内信

寄って勉強することもありました」
と、
当

葬祭だけではなくデイリーに身に着け

之氏。
日本に2セットしか

時を思い出す。
また、資格取得のチャン

られる18K アコヤパールの商品をご

ないプレシャスオパールか

スが勉強する良い機会になったとしな

紹介しており、年々感度の高い女性や

らコモンオパールまで世

がらも
「自分で費用を払っていたら、逆

本物志向のお客様の支持を集めつつ

界のオパールを一度に見

にそこまでやらなかったかもしれませ

あるように感じています」
とし、ECでの

られる貴重なコレクションを使用し、宝

ん」
とも述べ、会社によるバックアップ

販売も行っているものの、百貨店だか

飾業界が今まで消費者に植え付けてき

があることが、やる気に繋がる重要な

らこそできるサービスや提案で、多くの

たオパールの固定概念を打ち破り、
新た

要素になっていたようだ。

若い女性に足を運んでもらいたいと意
気込んでいる。

な商品開発のきっかけにする。
参加者持

資格取得後は、仕事への自信に繋

参のオパールとも比べ、
その違いの説明

がったという。
「販売をしていた頃は、JC

最後に、JC1級を目指しますか？との

に改めてオパールの奥深さを実感するだ

バッジを着けていたので、
お客様から尋

質問には「今の自分ではまだまだだと

ろう。参加費は会員2千円、一般8千円、

ねられることもありました。
やはり宝飾販

思っています。受かるという自信がつい

Gem-A宝石学在校生6千円。
定員は40

売においては、若い販売員だと知識がき

た頃には取得したいと思います」
と話し

名
（先着順）
。JGS：03-5812-4785

ちんとあるのかとお客様に不安を与える

てくれた。

