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クリエイターに夢を与えるAWARDへ
VOGUEの協力でファッション性を重視
審査員や賞などが変更された
新たな「JJAジュエリーデザインアワード」に期待

除できる機能も提供する。

佐藤英昭弁理士による

『特許の哲学』

２０２０年前半には商品１つずつに
其の

アマゾンジャパン
「プロジェクトゼロ」
〜偽造品対策を強化〜

アマゾンやブランドが独自のシリアル
コードを発行し，疑わしい商品の発送
前の段階などで真偽をチェックできる

ジュエリーとルビーの普及活動に

社会貢献活動を付加価値にした

第2400号

が、全ての人達
が華やかなチャ
リ ティ ー パ ー
ティーやイベン

「RUBY FEATHER PROJECT」

トが必ずしも好
きなわけではない。大勢

仕組みも導入する。
プロジェクトへの登録は現在招待制と

の前で目立つことが好き

なっており，米国と欧州では約６，
０００

ではないが、社会の役に

以上のブランドが参加しているという。

立ちたいと思う人たちは
多くいるはずである。

これまで高い技術力とデザイン力を

て装着しやすいような視点を入れた審

誇り、芸術性の高い優れたジュエリー

査をしていきたいとした。その為に、ゲ

として、
日本の最高峰ジュエリーを競っ

スト審査員にVOGUE JAPAN編集部

アマゾンジャパンは偽造品の撲滅を

日本国内では，パナソニックやアイリス

ていた日本ジュエリー協会（JJA）主催

を加えた。
さらに、
ファッションよりの消

目指す「プロジェクトゼロ」を開始した

オーヤマ，任天堂，ソニー・インタラク

の「ジュエリーデザインアワード」にお

費者目線に近いポイントを強めるため

と発表した。

ティブエンタテインメント，
アイロボット，

ザイン に 拘 っ たジュエ

ける審査方法が、
よりファッション性を

に、審査員には、JC資格をもつモデル

協力ブランドと製品やロゴなどの情

川崎重工，タカラトミー，ダダリオなど

リーに、社 会 貢 献という

重視した基準に変更されるとともに、 のアンミカ氏や、遠藤波津子グループ

報を共有し，
ＡＩの画像認識などで偽

の企業が試験運用を開始している。

付 加 価 値を加えたのが

全体の構成をVOGUE JAPANに協力

常務取締役でメイクアップアーティス

造品の疑いがある商品を除外する精

依頼し、
これまでのファッションショー

トの遠藤晶子氏などを入れ、強化して

度を高める。
ブランド各社がサイト上で

に替り、
グランプリと準グランプリ受賞

いる。

偽ブランド品を発見した場合，直接削

これらの点から、賞においても変更。

タイアップ記事とWeb掲載が受賞特

グランプリ・内閣総理大臣賞には副賞

典に加わった。

として100万円。準グランプリは、経済

変更理由としては、応募総数の減少

産業大臣賞と厚生労働大臣賞の2つ

などを含めたアワードのマンネリ化に

を用意し、各賞に副賞として50万円を

歯止めを打つことが目的。新しい委員

贈呈する。
よりグランプリを狙った応募

長のもとに議論を重ねた、変更点のポ

作品の増加を望む表れとなっている。

イントは大きく3つ。

その他 、東 京 都 知 事 賞 、山梨 県 知 事

1つ目＝「クリエイターやデザイナー

賞、台東区長賞、
日本商工会議所会頭

に 夢 を 与 えられること」。V O G U E

賞には各10万円。第2部門の新人大

JAPANの協力により、全体の構成の

賞1作品には20万円、新人優秀賞3作

見直しを図った。

品に各2万円となる。入選は5~10作品

2つ目＝「第1部門のプロフェッショ

を予定。特別賞は、ジュエリー議員連

ナル部門を2つに分けた」。
その大きな

盟賞、
ゲスト審査員賞、
日本ジュエリー

理由は、
アワード作品がどうしても大ぶ

デザイナー協会賞、
日本真珠振興会会

りでないと賞を獲得できないという傾

長賞、
プラチナ・ギルド・インターナショ

向が見え隠れしていた風潮を払拭する

ナル賞を予定。副賞は各5万円。

阪神タイガース球団創設 周年
記念ウオッチをリズムが発売

作品に限り
「VOGUE JAPAN」誌面の

そこで、素材・作り・デ

「ルビーフェアザ ープロ
（特許業務法人共生国際特許事務所所長）

昨年の10月のIJT横浜で初披露さ

ジェクト」。
また、
ジュエリーやルビーが

れ注目を浴びた、地域に根付いた宝石

少しでも広まることへの願いが込めら

店が、日ごろ支えられている顧客に喜

れている。

ガースウオッチの第二弾として、球

んでもらえる企画として立ち上げた
「ル

商品は、K18ピンクゴールド素材に

団創設85周年記念モデル
（2配色）

ビーフェザープロジェクト 赤い羽根共

150石以上の天然ルビーを爪留め。ペ

を4月1日より発売する。

同募金」の卸売受注が、先月開催され

ンダントトップ本体の6箇所が可動し、

第 二 弾 は 、文 字 盤 に阪 神タイ

たIJT東京を機にスタート。大きな受注

しなやかに揺れ、羽ばたくイメージを

ガースのロゴと球団創設85周年記

とまではいかなかったものの、次に繋

繊細に表現。
さらに約70cmのチェー

念シンボルマークを施した。蓄光付

がる商談がいくつもあり、宝石店を盛り

ンは、スライドパーツ付き。チョーカー

時分針、カレンダー、1秒単位で最

上げることができる企画として評価が

からロングネックレスまで様々なアレン

大59分59秒まで計測表示が可能

高かった。

ジが楽しめ、一年中のファッションに合
わすことができる。

なクロノグラフ機能付き。シャープ

この企画は、名古屋の貴金属・宝石

な印象のSILVER、
クールな印象の

商の㈱浅井商店（名古屋市・昭和区、

デザインを手がけるのは、
ルビーフェ

BLACKの2カラーバリエーション

浅井文昭社長）のルビーフェザープロ

ザー事業部の石羽莎（SHI YUSHA）

を用意。
ブラック限定350個、シル

ジェクト事業部が立ち上げたもので、

さん。石さん

バー限定250個。各色オーナーズ・

ジュエリーによる社会貢献活動の一環

は 、河 南 省

リズム時 計 工 業 ㈱は、 シリアルナンバーを刻印。価格はともに

としてのみならず、宝石商が全国に向

洛 陽 市 生ま

けたジュエリー活性化を訴えかける企

れ 。名 古 屋

画は、業界でも珍しい取り組みである。

造形大学造

ジュエリー はベストセ

プロジェクトは至って簡単。
「 地域に

形学部造形

ラーのアイコニックなデザ

根ざした社会貢献活動で、
自分の街を

学 科 ジュエ

インを、シグニチャーであ

良くする仕組み」
として、赤い羽根共同

リ ー デ ザイ

85

前回好評だった阪神タイ

3万5000円。

ため。
テーマA＝
『ハイエンドラグジュア

なお、
グランプリと準グランプリには

リー』
とテーマB＝『アクセシブル・ラグ

VO G U E JA PA N 誌 面タイアップと

ジュアリー（上質な日常使い）』
の2つの

WEB掲載が特典として付くが、
これま

テーマに分けた。狙いはグランプリの

でのファッションショーは廃止。授賞

創 業 1 2 5周

るスワロフスキー・ブルー

募金へ、K18ピンクゴールド素材でで

ンコ ース 入

幅を広げること。線引きとして、想定上

式も費用の面からこれまで通りには行

年のスワロフス

でリカラーリングしたモデ

きたルビーフェザーのネックレスペンダ

学 後 は 、荒

代が150万円を超えるものと、以下の

えず、JJF会場内での開催予定とする

キー がアニ

ルが揃う。特にブランドの

ント、小売価格38万円＋税の10％を

川芳 秋 氏や

ものとした。テーマBの“上質な日常使

が検 討中とのこと。また、作 品 展示も

バ ー サリーコ

アイコンであるスワンの

寄付するだけ。共同募金は、子ども達、 首藤治氏に指導され、ジュエリーデザ

い”という箇所がキーワードになること

JJFの会期中（会場内）
と山梨ジュエ

レクションを発

ネックレスは輝きと優美さ

高齢者、障害者などを支援する様々な

イン画コンテストで2位と3位を2年続

だろう。

リーミュージアム
（全入賞作品）のみの

売開始。
ジュエ

を兼ね備えたデザイン。
ブ

福祉活動に役立てられるほか、災害時

けて受賞する腕前。IJT期間中はブー

予定としている。

リー の み なら

ル ー は 想 像 力 、インスピ

には「災害ボランティアセンター」の設

スにも立ち積極的にプロジェクトを紹

ず ウォッチ や

レーション、安定を表し、
そ

置や運営など、被災地支援にも役立て

介していた。

られる。

▽ 問い 合 わせ＝ ㈱ 浅 井 商 店ルビー

3つ目＝「よりファッショナブルなア

様々なブルーが輝く記念コレクション
創業125周年のスワロフスキー

ワードを目指す」。
これまで大切にして

応募受付日は、送付の場合6月16日

きた工芸性や技術的なポイントも大事

到着（必ず日付指定すること）。持参の

ホーム、
ボールペンなどのアクセサリー

れぞれのジュエリーには深いモンタナ・

にしつつ、
よりファッション性をクロー

場合は、6月17日10時〜15時。詳細は

まで様々なカテゴリーの製品が含まれ

ブルーからライト・ブルーまで、
さまざま

ズアップする。
日頃からファッションとし

JJAのホームページで確認を。

ている。

なニュアンスのブルーが輝く。

まで。
といった寄 付 文 化は広がりつつある （052-851-6386）

賢い人には釈迦に説法の話なので

則だったわけだ。が、消費者の嗜好が

経営者の頭にすぐ浮かぶのが経費の

を引き上げるか、などが想定される。
こ

恐縮だが、それでも基本に戻ったつも

変化し、生活防衛意識が高まりデフレ

削減である。

のどれをとっても、小売りの販売技術

りで売上と利益の関係について整理し

基調の経済になると、話はややこしくな

そうはいっても会社のランニングコス

を磨かないとできないことで、一朝一夕

てみたい。

る。利益は売上の中に含まれているか

トというのは、すべからく売上に結びつ

には手に入らない。がこの狭き門こそ
がたぶん単純な売上至上主義から解

小売の十字路 165
売上至上主義は
なぜダメになったのか
売上と利益の
いささか複雑な関係

富裕層による社会貢献や福祉活動

フェ ザ ー プ ロ ジ ェ クト 事 業 部

最近は売上よりも利益というタイトル

ら売上を追うのは当然なのだが、
１００

いているわけで、人員整理をすればス

を目にすることが多い。が、利益という

仕入れても６０しか売れず、残りを捌く

このあたり
タツフの仕事が増えて士気は落ちる。 放される唯一の道であろう。

のは売上の中に含まれているわけだか

にしても原価割れか不良在庫の積み

販促費を削ればそれはそれで売上減

について当方の頭の整理がついたら仮

ら、利益重視といったところで売上を追

上げが生じるようになると、ただひたす

に直結する。計画していた設備投資を

説として書いてみたい。

求しないことには利益を得られないこと

ら売上を追っても結局６０個分の利益

抑えれば、店はいつまでも古臭く新鮮

は当然のことで、そのあたりをよく掘り

す」
とは、
ダイエーの中内氏の有名な言

は取れても値下げの分に食われて薄く

さが失われる。
目先の利益も一年のス

貧骨

下げておかないと結局売上至上主義

葉があるが、
ある意味売上至上主義は

なる。在庫の積み上げは資金繰りを苦

パンでは逆効果のほうが多い。なによ

cosmoloop.22k@nifty.com

今でも通用する真理を含んでいる。

しくし、新規の品ぞろえが十分にできな

りも経費の削減には限界があるこ

経済が右肩上がりに成長しモノに対

くなる。
そこで今度は利益重視の方針

とは自明である。利益重視が経費

年 初 にわが

する消費者の需要が強いときは、売上

に切り替えたとしても、
では小売りの現

削減主義にすり替わっては展望が

社は“利益重視

に落ち着くとい
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。

うことになる。

をひたすら追求すれば利益は後から

場において具体的にどうすればいいの

開けるとは言えない。売上と利益

の 方 針 で 行く

付いてきたのである。
１００個仕入れれ

かというと品物の動き自体が鈍いわけ

の関係は消費停滞の時代には簡

ぞ ”と決 意した

ば自然と80は売れ、残20は値引きをす

だから、安易な考えに流れれば「売れ

単な方程式ではないのである。

ところで年 末に

ればそれもいささかの利益を含んで捌

ないよりはまし」の方針になる。すると

利益を重視する方針を実のある

なればいつの間

けたのである。だから売上だけを意識

必然的にディスカウントによる消費刺

ものにするには、同じ売上でもその

にか売上をひた

して商売をしていれば、自然と利益を

激で何とかしようとする利益の薄い売

中身の利益を増やすことを目指さ

すら追っかけて

確保でき資金繰りにしても十分回せた

上至上主義になってしまうのである。
こ

なければならない。が、
それには値

いることになる

のである。

れでは薄利少売でますます苦しい経営

引きを極力抑えて定価販売に徹す

を強いられることになる。
そこでこの機

るか、粗利益率の高い商品を取り

に及んで尚利益を重視しようとすると、

扱うか、修理等のサービスの価格

のである。
「 売上

売上至上主義の内容はそういう意味

はすべてを 癒

のもので、時代背景によくマッチした原

