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これからの小売業のあり方について ◇

宝飾店が今後成長するか衰退
するかの大きな分 岐 点となる。

アナログとデジタルを融合し、人を大切にする
「ネクストショップ2020」への挑戦を！
㈱PR現代 代表取締役

下島 仁

１：催事活性化・JMG催事企画（展示

「ジュエリーショップ大 賞（日

会・奉仕会・処分会）・広告・ノベル

本宝飾記者会主催）」の受賞

ティー、情報誌やDMなどの店舗活性

も果たしており、
また顧客に支

化ツールの提供。

持される経営理念の確立、2ヶ

２：ウェブ集客向上・サイト制作・サイト

月に一度の活発な研究会活動やSNS

更 新 、運 用サポー ト・ウェブ 広 告サ

マーケティング 実 践 研 究 会「 J M G 」 を用いた情報交流により店の成長を促

ポート。
３：経営理念・経営計画・就業規則の

（ジュエラーズ・マインドグループ）は、 している。
先月5日、東京浅草橋「ヒューリックカ

気あふれる会員店と共に新たな

その 結 果 、数 多くの 店 が

JMG花島会長
（左）
とJMGを主宰するPR現代下島代表
（右）

PR現代が主宰する宝飾小売業の

JMGは50社構想実現を掲げ、活

人の動きが鈍り、お金の動きも滞っ

作成。

ンファレンス」において「新年度フォー

てくる状況の中、来店喚起・購買喚起

４：買取・資産ダイヤモンドの仲介。

ラム」を開催し、今年の方針と重点施

の具体策を急ぎ、手を打つことが現在

５：顧問弁護士（JJA-JC２級資格をも

策、会員店による事例発表などを行っ

の喫緊の課題となっている。

つ新田真之介先生）による法務対策、

2020年の「JMG」は、今あらためて

た。

クレーム対応。

をテー
JMGは、一昨年より5代目会長「ジュ 「人を大切にする宝飾店づくり」

６：専門家のサポートによる事業承継・

エリーハナジマ（ 花 島 路 和 社 長 ）」の

マに、会社、社員、そして顧客をこの不

相続対策。新ビジネスモデル「デジタル

リーダーシップのもと、現在44社の会

況 から守るため、より積 極 的な活 動

ジュエリー®」
の取得推進。

員により構成され、
ジュエラーとして、
ま 「 J M G 7つのスクラム」を強力に推 進
た商人としての本質を追求し、
ウェブ時

７：社員の育成・接客力向上セミナー
の開催。

中。

代に適応した新たなジュエリー市場創
造と顧客に支持される宝飾専門店づく
りへ真剣に取り組んでいる。

＜JMG７つのスクラム＞

特に情報のデジタル化、サービスの

は気兼ねなく問い合わせを。
◆「JMG」春の定例研究会

不況に負けない元気な店をつくろう！
▶日時：2020年4月15日
（水）

午前11:00〜「花島サロン」情報交

換・相談会

本会13:00〜17:45

懇親会18:00〜20:00

▶主な内容：
「①集客アプリ活用・販
促最前線」
「 ②真珠生産販売・企画情

報」
「 ③大粒ダイヤ販売の動向とこれ

からの可能性について」

▶費用：メンバー1社3名まで無料、オ

ブザーバー参加1社1万円（2回まで）
▶会場：㈱PR現代

※業種やエリアにより一部参加できな
い場合もある。まずは問い合わせを。
TEL.03-3639-1253 PR現代・越地
J M G 加 盟 店 等の
詳 細 はこちら か
ら。

（昭和25年2月28日第3種郵便物認可）

のものなどがあるが 、
ピラミッドを2つ合わせ
たような美しい正八面
体 結 晶のものは全 体

11

の1 割 程 度しかない。
ダイヤモンドは紀元前
800年頃にインドで発
切断・研磨していな

見されたが、透明感のある正八面体の

いアンカットダイヤモ

形をした不思議な結晶（ピラミッドダイ

ンドの魅力を伝えたい

ヤモンド）を人々は特別なものと考え、

想いからスタートした

貴重なお守りとして大切にしていた歴

「SUWA アンカットダ

作品
募集中

ミラノファッションウィークにて
ブルガリ秋冬アクセコレクション
祝したパーティを開催
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クルーシブなカクテルに招 待さ

イヤモンドジュエリー

今回のテーマ石は、
その希少な正八
面体の結晶をサイズ違いで用意。
どれ

11回目を迎える。

も透明感のある大変に美しいもの。
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ンテストではテーマ石の独自性や魅力
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を更に引き出すことのできるデザインを

せずに原石のまま楽し

募集している。

むダイヤモンドのこと
ンド」
と呼んでいる。
原石の形はさまざま
で、丸みを帯びたもの

確認を。

なすぎず、
ちょうど良い）
ということ。

NOMOS GLASHUTTEの
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を提案し、
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ケースのサイドにマツケリ社（イタ

すすめモデル」
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入すると特典が付

で
「ちょうど良い」
を具現化している。

れ、モデルで歌手のフェイス・リン

いてくる、
というキャンペーンとなる。

チ氏による特別なパフォーマンス

「おすすめモデル」をノモス正規

HIROBは、
ベイクルーズが運営す

スウェーデンに根ざす“ちょうど良い”
HIROB大宮店で先行販売の「LAGOM」

るウォッチ&アクセサ
リーブランドのセレクト

が会場を魅了した。パーティでは

特約店で購入して国際保証書請求

ジョセフィーヌ・ドゥ・ラ・ボーム氏

はがきを投函すると、保証書の発行

によるDJパフォーマンスが夜遅く

と同時に1000円分のノモスオリジ

㈱シンシア
（大阪市浪速区、西森 潤

まで会場のゲストを盛り上げた。

ナルデザインQUOカードがプレゼ

代表）
は、
スウェーデンの腕時計ブラン

の取り扱いを開始している。
ここでしか

カクテルには、ブルガリアンバ

ントされる。
さらに各月、
「おすすめモ

ド
「LAGOM」の取り扱いを開始。腕時

手にとれない新商品となっている。

サダーのKōki, をはじめ、森星、
レ

デル」購入者の中から抽選で2名に
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と

ベイクルーズオンラインストアにて3月5

いうダブルチャンスが付いてくる。

則昭代表）は、
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3月の「おすすめモデル」は、春・夏モ

ラノにて、唯一無二

コルタジャレ

TTE」のプロモーションとして「マンス

デルが発売になったばかりの日本限定

間のかからない／ストレスの無い）
をコ

なジュエリーのインスピレーション

ナ、カルロ・セ

リー レコメンド キャンペーン」を開始

シリーズ「Four Seasons」。昨年9月に

とレザーグッズメイキングのクラフ

スティニ、パオ

した。

発売となった秋・冬モデルと合わせて6

学を世界に広めることを目指し作り出

ツマンシップを現代的なライフスタ

ロ・ステラ、ニ

型が対象。4月以降の「おすすめモデ

された。

イルに捧げた、かつてないほどの

エ ベ ス・ア ル

華麗な魅惑を放つ「ブルガリ2020

バレス、ココ・

年 秋冬アクセサリーコレクション」
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ア
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は順次発表される。
月まで毎月、
当該月の
「おすすめモデル」 ル」

路傍の
路傍の

カ
カナ
ナリア
ア63

ナオミ・アッキーなど、数多
ンドレア・クレスピ氏のデザインによる、 ヌ・ゲッティ、
くのセレブリティが出席した
（敬称略）。
光三越」2階に4月11日にオープンする
ことを発表した。売場面積は33.08㎡。
昨年8月6日に、ケイウノ台湾１号店

を北市大安区忠孝
は、台湾における共同出資会社から、 （台北忠孝旗艦店）
ケイウノ台湾の2号店となる
「新光三越

東路四段177号に路面店としてオープ

台北南西店」を、台北市の百貨店「新

ンして以来、今回で2店舗目。
この新 店 舗

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。

は 、百 貨 店 内

コロナウィルス考
終息させるには
みんなが感染したほうが
早い?
素人の一文である。
そこは承知いた
だきたい。

への出店で、新

日々というよりも刻一刻と新型肺炎

ンドオープンした大宮店にて
「LAGOM」

LAGOM Watchは、fuss-free（ 手
ンセプトに、生活の重要性を感じる哲

ノモス グラスヒュッテでは、3月から6

ショップ。3月5日にグラ

日に先行販売を開始した。

サー、ジョン・

㈱ケイ・ウノと、プリモ・ジャパン㈱

5月8日。詳細はsuwagem.com/jpで

much,not too little”
（多すぎず、
少

ブルガリ ホテル ミ

ケイウノ台湾2号店が
4月11日にオープン

秀賞は賞金10万円ほか。応募締切は

にずっと深く根ざしている“not too

㈱大沢商会（東京都中央区、黒坂

スネークパーターンで飾られた会場に

応募資格は、学生・一般を問わない

を
「アンカットダイヤモ （ただし諸権利の同意が必要）。最優

ティ・ス ペ ン

若きイタリアンアーティストのア

史もある。

コンテスト」は今 年で

2月21日、
ミラノ・

の新作発表会が行われた。

第2403号

や平らなもの、三角形

オンライン化によるお客さまづくりは、

は、世界各国のメディア、
ソーシャ

Kōki, © David Atlan

仲間を募っている。興味のある人

切断・研磨しない原石のまま楽しむことを
伝え始めて 回めを迎える
﹁SUWAアンカットダイヤジュエリーコンテスト﹂

（4）

LAGOMとは、古くからスウェーデン

そして自然に
るとひょっとするぞ」
と悪い予感がして、 ように世界と日本を襲い、

しか方法はない。十分な睡眠と栄養を

ネット記事をできる限り検索してきた。 去っていったというのが実際のところ

とり、規則正しい生活を行うことであ

その中でスペイン風邪の経験を解説し

なのである」。現在の日本の写し絵のよ

る。定時退社、寄り道、夜遊びを慎み、

た古谷経衡「日本はパンデミックをい

うな構図である。

休日も遠出を避け体力の保持と休養に

かに乗り越えたか」が興味深い。

素人考えではウィルスの流行が終息

努める。人間的自然に沿った無理のな
い生活スタイルである。

私なりに要約すると、1918年から19

するのは、
ウィルスの感染力が時ととも

年にかけて日本でもスペイン風邪の猛

に弱まるからかもしれないと思っていた

しかし普段なら軽視しているその
「健

威に襲われた。当時の人口約5000万

が、
そうではなくその地域の住民がほと

全生活」
こそが、生き残るための唯一の

人のところ45万人が亡くなったという。 んど感染して免疫抗体を獲得してしま

方 策なのである。たぶん 人 類 はそう

ウィルスの解明に役立つ電子顕微鏡

うからのようだ。有効なワクチンもなく、 やってウィルスや疫病を乗り越えてきた

が発明されたのは1930年代のため、 治療薬もないのは現状も変わらない。

のだろう。

それならば中途半端に封じ込めに右

いささか楽観的に書いた。が心中は

往左往するより、感染を放置してどんど

悲観が半分以上ある。COVID-19が

ん国民が感染してしまえば終息も早ま

従来のウィルスの範疇に入るものなら

すると重篤者
はいかない程度の予防策は講じたが、 るという理屈も成り立つ。

ばワクチンの開発がなくとも、古谷経衡

特別の対策とて無く事実上無策のまま
にウィルスに対したという。
マスクをつけるとか人混みの場所に

も当然増えるだろう。

の論説のように、いずれ克服されるだ

規 客の開 拓と

の情報は刷新され、一体全体何が真

それは現在も同じことである。結果どう

ともにブランド

実で何が虚報なのか、
どこに焦点を当

なったかというと、2 年 余り流 行して

それでも感染を長引かせたときの重

ろう。けれどもイタリア、フランス、
ドイ

を推進していく

てて見ていけば我々は安全な場所にた

1920年には自然と終息したという。な

篤者の数と結果としてさほど変わらな

ツ、イランの死者の数の激増を見ると

としている。特

「スペイン風邪を引き起
どり着けるのか分からなくなっている。 ぜ終息したか。

いのではなかろうか。極論かもしれな

き、
このウィルスが全く未知の得体のし

徴としてはアフ

一日単位でも山のようにこのウィルスに

こしたH1N1型ウィルスが日本の隅々

いが、行動制限、イベント自粛の社会

れない生命体である可能性は捨てき

ター サ ービス

ついての情報が飛び交い、専門家の判

まで拡大し、
もはやそれ以上に感染が

的な制約からくる経済活動停滞の長

れない。楽観が油断に繋がりそうな状

が 永 久 無 料と

断、見立ても楽観から悲観まで多様で

拡大する限界を迎えたからだ。
そしてス

期化を考えれば、一つの選択肢ではあ

況であることも肝に銘じておかねばな

なっている（＊

ある。

ペイン風邪にかかり、生き残った人々

るだろう。

らない。

一部対象外商
品あり）。

中国武漢封鎖が今年２月２３日、そ
のあたりからこのウィルスは
「ひょっとす

が免疫抗体を獲得したからである」。
「つまり、
スペイン風邪は突然の嵐の

ウィルスに感染しても重篤化しない

貧骨

ためには、当面自分の免疫力を高める

cosmoloop.22k@nifty.com

