ナショナル・ダイヤモンドジュエラー
UCHIHARA GROUPの㈱サバース
（東京都港区、内原一郎社長）は、8月
29日にサバース ギンザ銀座本店にて

秋冬の新作コレクションを発表

2020年に100周年を迎えるインター

ダイヤモンド原石世界最大の産出国

（昭和25年2月28日第3種郵便物認可）

ボツワナ共和国の大臣がサバースに来店
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（3）

うになっています。

派 手な結 婚 式

呼ば れる砂 漠の

ヴェナンス：来歴）やTraceability（ト

オアシス。英王室

レーサビリティ）を明らかにしている。

を好まない人が増

概ね2015年以前

の ヘンリー 王 子

ガードル部分にレーザー刻印を施し、

え、二 人 だけ、家

は、
デザインのバリ

が メー ガン 妃と

研磨期間や研磨担当者などの生産履

族や親しい人だけ

エーションがある

訪れた地としても

歴を厳密に管理。
また、
ダイヤモンドの

で 結 婚 式 を挙 げ

とは言え、形 式 的

有名だ。ボツワナ

原石は、戦争資金の元となる違法ダイ

たり、記念写真撮

であり、見るからに

共 和 国 を「 第 二

ヤモンドを排除するための国際認証制

影だけで済ませた

婚約指輪あるいは

の故郷」
と公言す

度であるキンバリープロセスに則って

りするケースも増

結婚指輪というタ

くジュエリーの数々を

るヘンリー王子が婚約指輪に選んだ

いる、
クリーンでエシカルなダイヤモン

えている日本。

イプが主流でした。

堪能した。ケネウェン

のはボツワナ産ダイヤモンドだった。

ドとなる。

ド大臣が着用の

ボツワナ共和国は宝石品質天然ダ

「 O K AVA N G O 」シ

イヤモンド原石の世界最大の産出国

記念日の木の指輪専門店「NENRIN GINZA」
自分たちらしいデザインが求められている

リーズ（ 写 真：左 上 ） で、そのダイヤモンドの収益は国の教
は、ボツワナ共 和 国

社 会での立 場や男

これ まで のよう

育・医療・福祉を支えている。

な、貴金属やダイヤ

女の収入差がなくな

のオカバンゴ・デルタ

サバースは、南部アフリカ
（南アフリ

モンド が ほとんど

り、結婚や家庭に求

からインスパイアさ

カ、
ボツワナ、
レソトなど）の優良鉱山か

の、いかにも結婚指

められる要素が大き

れ、日本 人の繊 細な

ら産出された原石を使用することによ

輪です、
というデザ

く変 化した 後 に 誕

感性や美意識によっ

り、世 界 最 高 峰の瑞々しい輝きを実

インに抵抗を感じる

生、成長した世代が

てクリエーションに

現。現地ファクトリーにて、優良に形成

人 たちが 増えつつ

結婚する時代である

昇華させたサバース

された原石を中心に厳選し、
その高品

カットのダイヤモンドをあしらい、縦でも

ある中で、二人の愛とこれからずっと続

今、
それにふさわしい記念の結晶＝記

ツワナ史上最年少大臣）が視察のため

のハイジュエリーコレ

質原石を熟練のクラフトマンが丹念に

横でも着用可能な2wayネックレスを

く絆を誓い合う象徴としての結婚指輪

念のアイテムが必要なのでしょう。
また、

に来店し、新作をはじめ、南アフリカ、

クション。

研摩。“奇蹟の輝き”といわれるその美

はじめ、パーツや風合いをカスタマイズ

や、記念の指輪に自分たちらしいデザ

結婚◯周年を祝う習慣を持つ夫婦も

インを求める人たちも増えている。

徐々に増えています」
と補足した。

「SA BIRTH Autumn&Winter New
Collection」を開催。
また、翌30日に
は、第7回アフリカ開発会議・TICAD7
（8月28日〜30日／横浜）で来日中の
ボツワナ 共 和 国 の 投 資 産 業 大 臣
Hon. Bogolo J. Kenewendo氏（ボ

新作（写真：上）
としては、
プリンセス

しい輝きが誕生する。0.17ct以上のダ

できるネックレスなど秋冬のコレクショ

由来の高品質な天然ダイヤモンドが煌

タ
（写真：右上）は「カラハリの宝石」
と

イヤモンドについてProvenance（プロ

ンが発表された。

10月3日にリリースパーティー
「毎日をカ

ナ」のような優美さが薫り立つロマン

ラフルに」を

ティックなウォッチの先行販売をはじ

テーマに、
ロ

め、
プリマ・ドンナの世界観を表現した

マンティック

フォトブースやフォトスポット、フィン

で ラグ ジュ

ガーフード&ドリンクを用意。

11

月1日・2日

ポンテヴェキオから
初のウォッチコレクション

今与が京都で柿落し

世界遺産でもあるオカバンゴ・デル

﹁おもしろのはなざかり 花繚展﹂

ボツワナ、
レソトなど南部アフリカ地域

1861年に創業し、6

代・150年余りに亘り、 2016年フォーシーズンズ京都に次い
本 物の装 飾 品で心を

「Kagayoi」は、受け継がれてきた

いを貫き通し、現在で

数々のこだわり、優れた技のすべてが

は、宝飾品の製販一貫

美しく結実したジュエリー。
「きらきらと

企業として、ハイエンド

光りかがやく」様を表す古語「かがよ

日本、京都なら
ブランド「Kagayoi」、 ふ」から名付けれれた。
アニバーサリーブラン

ではの伝統、文化と、職人たちの優れ

ド
「ICHAROI」等を展

た技術との融合によって、大人の女性

開する㈱今与（京都市

の内に息づく“和の美意識”を呼び覚

中 京 区 、今 西 信 隆 社

まし、装う時を華やかに、雅やかに輝か

長 ）は、この秋 開 業の

せる。

10月4日から全店で販売される
「プ

ジュ エリ ー

リマ・ドンナ」は、ベゼルにダイヤモンド

ブランド、
「ポンテヴェキオ」
を展開する

を贅沢にあしらったラグジュアリーな

㈱ポンテヴェキオ ホッタ（ 東 京 都 港

デザイン。絢爛な大輪のバラを描いた

パークハイアット京都

区、堀田幸夫社長）は、初のウォッチコ

マザーオブパールのこだわりの文字盤

にて柿落し展示会「おもしろのはなざ

レクション
「PRIMADONNA（プリマ・

には繊細なレリーフが施され、青みが

かり 花繚展（かりょうてん）」
を、11月1

ドンナ）」の発 売を記 念したリリース

かった艶めきがミステリアスで落ち着

日・2日に開催する。

パーティーを、10月3日にポンテヴェキ

きのある印象を醸す。
ダイヤモンドの眩

会場では、
「 Kagayoi」の全コレク

オ銀座並木通り本店にて開催する。入

いきらめきを引き立たせるよう、ベルト

ションをはじめ、国内外から選りすぐっ

場無料。

にはシックなライトグレーを合わせて

たジュエリーブランドの数々を当日限り

店内では、
ポンテヴェキオが描くロマ

いる。価格は25万円＋税。
またダイヤモ

展示販売する。なお、今与が新規開業

ンティックでラグジュアリーな世界を凝

ンドのないモデルは12万円＋税で、
ピ

ホテルで柿落しでの「花繚展」
を行うの

縮した、花形オペラ歌手「プリマ・ドン

ンクとホワイトの2色を揃えている。

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
宝石学学術協議会会員（AGK）

日本宝石科学協会
〒110-0005 東京都台東区上野 5-22-1 井上ビル4F
TEL : 03-3836-2507 FAX : 03 -3836-2689

欧米スタイルと同様に好きな石・色

雨宮が提案する素敵なジュエリー

より6 年目を迎えた。
「 桐 」を用いた

フォーエバーマーク
（デビアスグルー

覧会」
をパレスホテル東京で、8月29日

Modern Japanesqueなエシカル・ブ

プ）が、
フォーエバーマーク ダイヤモン

に開催。満足度や幸福度の高い日々を

ランドとしても必見。

ドのような“永遠の輝き”を備え

送るためにずっと寄り添ってくれる素敵

Sophisticated Elegance Styleの

は、品質にこだわり抜
なジュエリーを未来に向けて提案した。 「S-Collection」

まれたフィールドを最大限に

で3度目。

豊かにしたいという想

アリ ー な

ジュエリー産地山梨の恵

は 2 0 1 4 年リッツカールトン 京 都 、

た人を称える「フォー エバ ー
マーク賞」授賞式を、9月26日、

そんな背景を元に、木の指輪ブラン

そして
「記念の木の指輪『年輪』
を求

ド
「年輪」
を展開する㈱イング（東京都

められる二人の価値観をいろいろお聞

台東区、武田正明代表）は、9月、
「年

かせいただく中、
これからの新しい愛の

輪」
の小売専門店『NENRIN GINZA』 象徴としての指輪に求められるお店を
を銀座（東京都中央区銀座1-8-1銀座

作る必要があると実感し、1／f エフブ

池田園ビルB1F）
にオープンした。

ンノイチ 銀 座 店 を『 年 輪 』専 門 店 、

として新たにオー
㈱イングは、2009年7月に「千年指 『NENRIN GINZA』
環（R）」を発売して以来、10年以上に

プンした」
と説明している。
NENRIN GINZAでは、親子お揃

わたり、記念の木の指輪ブランド『年
輪』
を展開。一般的な木だけの指輪や

いの誕生木（たんじょうもく）の指輪が

ファッション用の木の指輪と耐久性・

ある。ベビーリングはネックレスにして

着け心地の点で一線を画しているのが

使うと、赤ちゃんがそばにいない時も一

特徴となっている。

緒にいるような気持ちになれる。

「10年間の販売実績の中で、
お客様

ショップのコンセプトは共生。人と

の結婚観や夫婦観が大きく変化してい

人、
そして、人が、生きとし生けるもの全

ることにも気付かされました。一言で表

ての存在を大切にする想いを強くでき

現すると、“結婚を自然体で捉える”と

るようなアイテムを提供。絆と愛をやさ

いうこと」
と語った。
また、
「 二人の愛と

しく年輪のように少しずつ広げていきた

これからずっと続く絆を誓い合う象徴

いと考える人たちのための新しいジュエ

としての結婚指輪や、記念の指輪に自

リーショップとなっている。敷居が高く

分たちらしいデザインを求める人たち

すました印象のある従来のジュエリー

も増えています」
と指摘する。

ショップとは全く異なり、顧客もスタッフ

さらに、
「男性から女性に贈る婚約指

も自然体で過ごせることを大切にしてい

輪を購入する人は多数派から少数派に

る。店内には
「愛の木」
と呼ぶシンボルツ

なり、結婚指輪には普段着けていて“気

リーが中央に置かれ、緑溢れる寛いだ

持ちが上がる”デザインが求められるよ

空間となっている。

1ctのスクエアの魅力を安心感と表現
フォーエバーマーク賞を杏さんが受賞

ことで力をもらえる。双子の娘が
いるので、同じものをふたつプレ
ゼントできるように、お仕事も頑

「SCENIC」からは、
ダイヤモンドジュ

いた厳選された石だけを丁寧に創り

アンダーズ東京にて開催。
ブラン

と笑顔を見せた。
メ ン ト 。ま た 、 張りたい」

エリーと同じ感覚でカラーストーンに

上げた色石逸品物コレクション。今回

ドの日本デビュー10周年となっ

2009年のフォー

今回贈呈された“Tight Knot”特別

馴染んで欲しいという思いから創られ

はパライバトルマリンをふんだんに散

た今年は、女優・モデルの杏さん

エバーマーク日本

版の中央に輝くのは1.08ct、スクエア

たコレクションComfortに注目。欧米

りばめた今秋注目アイテムBROOCH

が受賞。記念として“永遠のきず

発表イベントの時

シェイプのフォーエバーマーク ブラック

スタイルと同様に好きな石、好きな色

が紹介された。

な”を象 徴する、フォーエバー

から知るフォーエ

レーベル ダイヤモンド。
「ブラックレーベ

を“My Symbol”として取り入れ、
シン

雨宮は、厳選された高品質素材、卓

マーク エンコルディア®コレク

バーマークについ

ル」
とは、輝きにこだわるフォーエバー

プルなデザインだからこそFirst Co-

越したデザインはもとより、新たな試み

ションより、新作Tight Knotの

て、
「 20代だった

マークが、
最上級のカットを誇るダイヤモ

lour Stoneとしても最適、
あるようでな

と熟練した加工技術の三位一体。
そし

特別版ペンダントが贈られた。

私も30代となり、
ダイヤモンドがより身

ンドにのみ与える称号。
その輝きについ

かったSetジュエリーとしても広がるア

て、Made in Japanという強い信念を

ダイヤモンドが誕生石となる杏さん

近な存在になりました」。
さらに、
プライ

て杏さんは
「輝きも素晴らしいですが、
ス

イテムが続々登場した。

持ち合わせ、
これからもその方向性を

は、
ダイヤモンドには親しみがあるとい

ベートでも家族との強いきずなで知ら

クエアが新鮮な印象。
日常の中にも
（家

生かしたモノ作りをしてきた

日本の伝統文化、
自然、
カタチ、思い

常に意識し、完成度の高い製品を提

い「肌になじんで色々な場面で一緒に

れる杏さんは、
自身の大切なきずなにつ

など）四角いものがたくさんあって、四角

㈱雨宮（山梨県甲斐市、雨

を意識したジュエリーを提案するNeo

案・提供できる企業として、一歩ずつ

いられるジュエリー。今日はドレスです

いて問われると
「一人だったら何もせず

には安心感を感じる」
と、
ラウンドのダイ

宮崇社長）
は、
「 秋の特別内

Japanesque Style「 js」は、デビュー

確実に進んでいく。

が、違う格好でも着けられそうです」
とコ

に終わる一日も、家族という存在がいる

ヤモンドとは一味違う魅力を表現した。

estate@kha.biglobe.ne.jp

修理・
リフォーム
時計彫りなど

特殊な修理を
得意とする
〜WOODY BELL〜

Woody Bell （ウッディー ベル）
東 京
TEL. 03(3832)2432 FAX. 03(3832)2439
名古屋
TEL. 052(732)0580 FAX. 052(732)0622

大 阪
TEL. 06(6253)1436 FAX. 06(6253)1430
福 岡
TEL. 092(414)6065 FAX. 092(413)7717

東京都台東区東上野2-10-2第5政木ビル3階
TEL 03-5688-2390
〒110-0016

東京都台東区台東3-16-5 ミハマビル

http://woodybell-j.com/
e-mail/woodybell12@gmail.com

