置、国内や輸出される海賊品や偽造品

佐藤英昭弁理士による

『特許の哲学』

への執行措置を強化する。
米国のブランド品の保護を図るた

其の

め、悪意ある商標登録を無効にしたり、
却下したりするような対策を求める。

米中が知財保護の
強化で合意

技術移転に関しては、中国が市場ア
クセスや行政承認または利益の受け
取りを条件に、外国企業に技術移転の

米中両 政 府は、貿易協 議をめぐる
「第１段階」
の合意文書に署名した。

圧力をかけることを禁じる。
ただ、米国が問題視していたハイテ

第１段階の合意には、知的財産の

ク産業や国有企業を支援する補助金

保護や技術移転の強要禁止などの項

の見直しなど、中国の構造改革をめぐ

目が盛り込まれた。

る問題は先送りされた。

新型コロナで中止イベント支援

2020年（令和2年）3月1日

﹁READYFOR﹂

（6）

（昭和25年2月28日第3種郵便物認可）

日本初・国内最大のクラウド

ファンディングサービス
「READ
YFOR」
が、
新型コロナウイルス

による中止イベントを支援する

プログラムを発表した。
新型コロナウイルスの影響

ジュエリーコーディネーター（JC）インタビュー
キャリエールホテル旅行専門学校

第2402号

連載3

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資格者に話を聞いた。

（4月より京都ホテル観光ブライダル専門学校に校名変更）

で中止となり、
会場費などの損
失が発生したイベントを対象

に、
目標金額に達成の有無に
関わらず集まった資金を受け
取ることができるALL-IN形式

を適用するなどとなっている。
支援を受けるためには多く

だが、米国が市場国重視の考え方を

の人からの共感などを受ける必要が

り締まりを強化する。
オンライン環境で

推し進めれば、
それが世界標準になり、

ある。宝飾催事などには当てはまらな

イダルコースでしたが、
ブライダル分野

の侵害に対し、効果的で迅速な行動を

日本企業のグローバルな税務・知財戦

いだろうが、
どれだけ共感を呼ぶイベ

を志望する学生数の増加に伴い、
ブラ

義 務 付 ける 。電 子 商 取 引プ ラット

略にも影響を与える可能性がある。

ントが存在するのか気になるところだ。

具体的には、模造品や偽造品の取

これからの催事や見本市に役立つヒ

フォームへの効果的な行動、偽造医薬
品や関 連 製 品 への効 果 的な執 行 措
ジュエリー業界のメーカーや小売店

（特許業務法人共生国際特許事務所所長）

ディネート実習
（グループワーク）。

ントが見つかるかもしれない。
かけている。

土肥架さん
（JC３級）

ブライダル学科
ブライダルスタイリストコース

加藤純子さん

イダル学科を開設して10年になります。
この4月には現在の校名から、京都ホテ

ブライダル学科学科長

ル観光ブライダル専門学校への校名
変更とあわせ、上級ブライダルコースの

今回は、現役の専門学校生でJC3

私はもともとブライダルスタイリストを

新設を予定しており、
より実践的なカリ

に対し、
プラチナ・ジュエリーの販促や

PGIの活動の中でも、販売員教育は

地 金 価 格の安 定 傾 向から、ジュエ

級の試験に合格した学生と、教育課程

目指して入学しました。入学後、授業の

キュラムの構築をはじめ、更なる教育の

教育をサポートするのを目的に、大手

重要な役割を担ってきた。特にこの「プ

リーのプラチナ回帰が顕著だ。
しかし

でJC資格取得を推奨し、カリキュラム

中でブライダルジュエリー企業の方が

充実を図っていきたいと考えておりま

どれだけの顧客がプラチナの本当の

として導入している学校関係者に、取

講師をされるセミナーがあり、
ブライダ

す」
と当校の概観を説明。

プラチナ鉱山会社からの出資によって
運営されているプラチナ・ギルド・イン
ターナショナル㈱（PGI）が、
プラチナ・
ジュエリーの販売に携わる人たちを
対象にした無料セミナーの日程を発

PGIが無料で提供する
プラチナ・ベーシックセミナー
東京＝5月13日／大阪＝5月15日

価値を正確に理解して購入されてい

得・カリキュラム導入の背景、JC資格

ルジュエリーに大きく興味を魅かれま

るでしょうか。純粋性、希少性、永遠

取得と就職活動の連動性などについ

した。
ブライダルジュエリーはブライダ

性に代表されるプラチナの高い価値

てインタビューした。

ルの様々なシーンの中で、一番早くに
カップルに関わる大切なツールであり、

や素材特性を、店頭を通じて消費者

▼JC検定を学校のカリキュラムに取り
入れた経緯を教えてください。

ラチナ・ベーシックセミナー」は、
プラチ

に伝えることを目的としたセミナーと

同校のブライダルスタイリストコース

その後長い期間ふたりの愛のシンボル

ブライダル業界で即戦力として活躍

今年は、東京が5月13日で、10時〜

ナの正しい知識を誰でも学べる場とし

なっている。宝飾店はもちろん広く宝飾

では、JC検定3級資格の取得を目的と

として存在し続ける大切な品と聞き心

できるスペシャリスト養成の専門学校

12時30分までと、14時〜16時３０分

て、長年にわたり提供されているプロの

業界の人々を対象に、新入社員からベ

した対策授業を導入し、試験合格率は

が揺さぶられました。
また、
その頃にJC

として、
カリキュラムの充実、学生のキャ

プラチナ・ジュエリーの販
までの2部制。場所は第一ホテル東京。 プログラム。

テランのスタッフまで。1社から何名で

毎年ほぼ100％。卒業生の就職先は宝

検定の勉強をしていたこともあり、就職

リア形成を図るために、有効と思われ

も気軽に参加できる。

飾関連企業も多いという。

先としてブライダルジュエリー関連企

る国家検定や各種検定受験を推奨し

表した。

大阪は、5月15日でホテルモントレ大阪

売力向上のための実践的な学びに注

が会場となる。時間は13時〜15時30

力した同セミナーを、知識の取得のみ

分。
内容は、
プラチナの基礎知識とコー

申込受付は、4月1日〜5月1日の期間

土肥さんは、
ブライダル学科ブライダ

ならず、宝飾販売の課題を共有するひ

に 、オンラインで 受 け 付 けている。

ルスタイリストコース2年生。昨年3月の

とつの機会と捉え、有効な活用を呼び

http://www.pgitrade.com/seminar/

JC3級試験に合格し、就職先も㈱杢目
金 屋（ 東 京 都 渋 谷 区 ）への内定が決
まっている。

年一年の間にシチズンが発売した新

小売の十字路

166

イダルスタイリストコースにJC資格の取
▼JCを取得されたことは就職活動に
役立ちましたか。

▼進学先としてキャリエールホテル旅

みたいという商品は残念ながら記憶に

行専門学校を選ばれた理由は何です

か。

うな個人の店は高齢者が主な客層な
のだがそのお客さんが探しているのは

得を目指し、カリキュラムに取り入れま
した。学生にとって難解な専門用語や
専 門 知 識も多い中、連 続して合 格 率

就職活動が早まるなかで、JC検定の

製品の中で、
これはぜひ店頭に並べて
ない。別段難しい話ではない。我々のよ

シチズン時計
不振に思うこと

ています。
ブライダル学科としては、
ブラ

業をと考えるようになりました。

100％を達成しています。

合否結果は就職活動の時期と重なる
ため、J C 資 格 取 得 が 就 職 活 動に役
立ったとはあまり感じませんでした。た
だ、就職面接などで『今頑張っているこ

▼JCを取得された学生さんの就職状
況はどうですか。

ごくごく普通のアラビア数字の婦人用

何と言ってもキャリエールは、就職活

とは』
と聞かれることも多く、
『 JC3級の

JCを取得した学生の就職先は、以

時計なのだがそれを作らない。
フェイス

動へのサポート体制が、
どこよりも充実

資格取得に挑戦中です』
と自信をもっ

前と比較してブライダルジュエリー関連

はいくらか大きめで見やすいことが第

していると感じたからです。他校では見

て答えたことを、好意的に受け止めて

企業が多くなっています。近年、
ブライ

一である。一万円までの商品なら確か

だった。
コーチもエルメスもオールアラ

られない、就職面接対策の授業があっ

いただけたという実感はありました。
ま

ダルジュエリー企業への学生の関心は

にあるが、
３万から６万円くらいのまさ

ビア文字の時計を出している。海外ブ

たり、先輩の残してくれる就職試験受

た、今は内定先の杢目金屋の店舗でア

高まっていると感じています。
自身が志

２月半ば日経新聞がシチズン時計の

に中価格帯が品薄というよりほとんど

ランドの価格は別にしてもなぜ洗練さ

験報告書などが、実際の就職活動では

ルバイト研修をさせていただいていま

すブライダル業界で、働くイメージの形

不振を報じた。2020年3月期の連結純

ない。なぜだろう。高齢者マーケットと

れた国産ウオッチが世に出ないのだろ

非常に役に立ったりと、学生ファースト

すが、会社マニュアルなどにある専門

成と業界への強い意志の醸成を意識

利益が前期比で70%OFFの40億円に

いうのは魅力がないのだろうか。高齢

う。セイコールキアにしてもだが、相も

のサポート体制が整っています。JC検

用語などの理解もでき、資格を取得し

した教育プログラムとなっており、
ブラ

なりそうだという。
その記事の中で原因

者はそれなりにお金もありおしゃれ心

変らぬ似たり寄ったりの
「新製品」
の鮮

定3級資格の取得を目的とした対策授

て良かったという気持ちと、資格の持つ

イダルスタイリストコースの学生につい

の一つが北米、国内の中価格帯腕時

も十分持ち合わせているのに、そこを

度は極めて低いと言わざるを得ない。

業がカリキュラムに組み込まれている

意味の深さを実感しています。

てはJC資格の取得を機に就職活動へ

計の販売不振であることを指摘してい

掘り下げる姿勢が新製品からは見えて

最近シチズンは「シチズン・エル」
と

のもその一つです。私はオープンキャン

の意欲向上につなげています。最近で

る。
この内容は日経新聞以外の論評で

こない。Xｃ
（クロスシー）
の販売促進に

いうシリーズを投入している。意欲的な

パスに訪れた時から進学先に決めてい

はブライダルジュエリー関連企業に内

も見られるから多 分 事 実なのであろ

女 優さんをイメージキャラクターに

デザインで、仕入れの食指がいささか

ました。

う。

使っているが、高齢者にフィットする時

動くものもあるが 、いかんせん6 0 g 、

この記事を読んだ時に
「そうそう、
そ

計なら何の販促費を使わずとも自然と

70gの重さがあってはそれだけで選択

の通りだよな、やっぱりね」
という納得

売れていくのは必定である。
当然のこと

肢に入らない。婦人ものの重さのリミッ

の感想を抱いたことを覚えている。昨

ながら高齢者は毎日生まれている。
こ

トは50gまでである。
そのあたりの問題

れ ほど に 魅 力

意識が作る側に希薄なのか、なにかち

的 な 市 場 はな

ぐはぐ。

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。

いはずだが。

ソーラー時計も電波時計もシチズン

▼卒業後の進路として宝飾業界への
就職を希望された動機は何ですか。

ブライダル学科学科長の加藤さん

定を頂 戴したブライダルスタイリスト

は、
「 本校は、ホテル・旅行・ブライダル

コース以外の学生が、
自発的にJC資格

のスペシャリスト養成の専門学校で、3

の取得を目指すケースも見られるよう

学科共に職業実践専門課程の認定校

になっています。

となっています。当初はホテル学科ブラ

まにかシチズンのシチズンたる売り物

消 費 者の声を

が失われてしまったのだ。

吸い上げてこそ

雑誌をめくっ

が先駆者であった。セイコー、
シチズン

思うのだが、新製品を世に出すにあ

初めてモノは売

て い た ら イン

ではなく、シチズン、セイコーではない

たって、
あるいは製品の改良版を出すに

れていくという

デックスが全て

かと指摘したこともあったが、現在では

あたって小売りの現場で実際に時計を

事 実 を 軽 んじ

アラビア数字の

両社の技術的差異は感じられない。
い

販売した経験を持つ人が携わっている

ているように思

おしゃ れ な 時

やむしろ電波時計の操作性の難がそ

のだろうか。
「机上の空論」
ならぬ「机上

えてならない 。

計に出会った。 のままになっている。時間合わせがで

の製品」
になっているとしたら、
それは小

「これはいいね

きないといって店に持ち込んでくる消

ぴったり」
とよく

費者が後を絶たない。電波時計の技

セイコー、
シチズン両社ともお互いを

cosmoloop.2

見たらパティッ

術は小売りの現場、消費者からみると

意識した商品群を揃えて競い合ってい

2 k @ n i f t y. c o

ク フィリ ッ プ

さほど進化していないのである。
いつの

るが、
そのことが結局当たり前の事実、 m

貧骨

売りの現場とかみ合うはずがない。

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

