
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。
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　メガネ・補聴器を
販売する「メガネのア
イガン」を運営する
愛眼㈱は、顧客並び
に同社従業員が安
心・安全に働けるよ
う、新型コロナウイル
ス感染予防に対する
日々の取り組みを
行っている。その内容
を紹介する。
1．除菌・消毒＝業界
ガイドラインに基づ
き、衛生管理を徹底。
▽顧客が掛ける椅子

やテーブルは応対後に消毒。▽検査機
器等は使用後にその都度消毒。▽路
面店においては換気を徹底し、感染リ
スクの軽減に努める。▽その他、顧客
が直接触れる場所はその都度消毒す

る。
2 .手指
の消毒
＝スタッ
フの 手

洗い・消毒、体調管理を徹底。▽石鹸
やハンドソープを泡立て15秒以上か
けて手洗いを実施。▽視力測定やメガ
ネの調整などをする場合は、手指の消
毒を行う。▽体調不調のスタッフは出
勤停止とし、医療機関の指示に従う。
3.マスク着用＝感染予防のためのマス
クを着用。▽顧客と従業員の健康と安
全確保のため、従業員はマスクを着
用。また顧客にも店内に入店の際は、
マスクの着用を願う。▽待ち時間等が
発生する場合は、3密をなるべく避ける
よう、顧客同士の距離を保った待合室
の案内もしくは店外で待ってもらう場
合がある。
4.除菌クリーニング＝メガネの除菌ク
リーニングを行う。▽すべての来店者
を対象に、除菌効果のあるクリーナー
を使用してメガネのフレーム・レンズの
除菌クリーニングを実施する。

　メガネブラ
ンド「Zoff(ゾ
フ)」を運営す
る㈱インター
メスティックは、新型コロナウイルスによ
る影響の中、アイウェアに関して困って
いる人に向けた「オンラインでのメガネ
購入チャート」を5月18日より公開した。
　「オンラインでのメガネ購入チャー
ト」とは、新型コロナウイルスの影響に
よりZoff店舗が休業の中、『メガネを壊
してしまったが、お店が開いていないた
めどうしたらよいかわからない』という
悩みをはじめ、『テレワークになったの
でコンタクトレンズからメガネ生活に変
更したい』『子どもがオンライン授業に
なったのでブルーライトカットメガネを
買いたい』というような要望に応え、シ
チュエーションに応じて、どのようにし
てアイウェアをオンラインで購入できる
かという指標をまとめたもの。
　度なしのブルーライトカットメガネや

サングラスの
購入はもちろ
ん、度付きの
メガネを以前

Zoffで購入したことがある人は、眼科
に行かなくてもZoffオンラインストア
にて同度数のメガネを新たに買う事も
可能だ。
　さらに、Zoffでは4月29日よりブルー
ライトカットの追加料金を0円とする新
サービスを開始。追加料金がかからな
いことで合計金額を気にしていた人も
フレームの選択肢が広がり、リモート
ワーク中におけるビデオ会議などのテ
レワーク用や子どものアイケア用とし
て、TPOに合わせたフレームを選びや
すくなった。
　同社は、不要不急の外出自粛を求め
られる中、チャートを参考にすることで
必要なアイウェアの購入における安
心・安全な行動の一助となることを望
んでいる。
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　㈱ジンズ（東京都千代田区、代表取
締役CEO：田中仁）は、緊急事態宣言
発令後、最前線で顧客の安全確保と
商品提供を支える従業員に対し「営業
継続特別感謝手当」を支給すると5月
15日付で発表した。

　対象者はJINS店舗従業員（契約社
員およびアルバイト含む）、対象期間は
4月17日から、店舗が所在する都道府
県の緊急事態宣言が解除されるまで。
支給額は出勤1日当たり、フルタイムは
1000円、パートタイムは500円。
　緊急事態宣言後、同社は9割近くの
店舗を臨時休業。大型連休以降は徐々
に営業を再開、現在営業中の店舗で
は、顧客の感染防止対策の徹底と従業
員自らの安全確保のため通常時よりも

業務負荷が増加と捉えている。また、半
数以上の店舗が現在（5月15日現在）も
休業し、営業中の店舗においては、来店
者が集中することによる、業務繁忙が続
いている。心理的負担も多い状況の中
で、商品提供を続けている従業員に感

謝の気持ちを込め、今回の
手当を支給することした。
　なお、顧客ならびに従業
員の健康と安全に配慮し、

以下の感染防止対策を行っている。
▽頻度の高い手洗い、手指消毒、うが
いの励行、▽接客時のマスク、フェイス
ガードの着用、▽出勤前の検温、▽店
内飛沫防止カーテンの設置、▽検査機
器の消毒、▽混雑時の入店規制
　今後については、顧客と従業員の新
型コロナウイルスへの感染防止を最優
先に、顧客に製品・サービスを届け続
けるため、従業員一丸となってさらに努
力するとしている。

　日本眼鏡関連団体協議
会代表幹事を務める相澤
博彦氏（㈱メガネの相沢、
代表取締役社長）が、くも膜
下出血のため5月22日に急
逝、67歳だった。なお、葬儀
は新型コロナウイルス感染
拡大防止のため近親者によ
る密葬にて行われ、後日「お

別れの会」を執り行う予定としている。
　相澤氏は、同協議会の代表幹事他、
日本眼鏡販売店連合会会長代行、眼
鏡技術者国家資格推進機構代表幹
事代行など、主たる眼鏡業界団体の要
職を兼務しながら、近年では資格制度
の推進活動をはじめ、「10月1日メガネ
の日」の推進、SDGs推進活動など眼
鏡業界の多様な活動に尽力してきた。

　日本眼鏡卸組合連合会（蟹江一郎会
長）の「第69回通常総会」が、5月27日、
新型コロナウイルス感染拡大防止のため
書面決議にて行われ、上程された第1号
議案平成31年事業報告並びに決算承
認の件、第2号議案令和2年度収支予算

案審議の件、第3
号議案参加組合
提出議案審議の

件（全国大会への提出議案）、全てにお
いて満場一致で可決され、承認された。
　なお、役員改選の時期となり、輪番
制によって福井県眼鏡卸商協同組合
が当番組合となり、同組合理事長の小
永純一氏が会長に就任した。

　今年創業90年を迎えるメガネの三
城は、新規店舗形態としてファッション
性を重視したログハウスタイプ店舗を
展開中。5月28日にオープンした兵庫

県内で4店舗目となる西神戸店は、眼
鏡店とは思えない外観の隠れ家的な
店舗。店内は寛げる空間を演出し、メ
ガネをじっくり選べる癒しを意識した
設計。店舗敷地内には遊具を設置。楽
しくゆっくり過ごすことができる。

　医療機器の販売等を行
うトゥルーエムメディカル㈱
（広島県福山市、塚本麻美

子社長）は、4N純銀線や14金ゴール
ドフィルドワイヤーを用いた、日本初と
なる盆栽ワイヤーアートの新ブランド
「TrueMwire」を発表。8月以降に一
般販売を開始する予定だ。
　TrueMwireは、医療機器に用いら
れる極細の金属線を道具として利用し
て作成される。完全なハンドメイドで
0.2mm～0.3mmの純銀線・14金
ゴールドフィルドワイヤー・真鍮線など
から生み出される。盆栽は世界的にも
人気があり、ワイヤーで表現された盆
栽も注目されている。日本で盆栽ワイ

ヤーアートに特化したブランド
はこれまでになく、30mm～
60mmの小さな作品に繊細な
日本の美、盆栽の美学を詰め込
み新しいアートの価値を提案す
る。
　 純 銀 線モデルには純 度
99.99％の4N純銀／SV9999
（4N Pure Silver）を使用。一般
的なシルバージュエリーで使用
されるシルバー925やブリタニ

アシルバー、スターリングシルバーなど
より高純度の、本物の純銀となる。
　4N Pure Silver素材の作品は、金
属のなかで最も優れた反射率をもち、
美しさに磨きがかかったモダンジュエ
リーアートとなる。14Kgf（14金ゴール
ドフィルド）モデルは、真鍮などに14金
を圧着したゴールドフィルドワイヤーを
使用し、金のもつ美しさをワイヤーアー
トに取り入れている。作品の大きさは、
高さが30mm～60mm前後で、日常
に取り入れやすく飾りやすい。
　モデル別の詳細価格は未定だが、
40mm程度の純銀モデルの場合、2万
円～を予定する。公式ホームページは
https://truemwire.com/。
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コロナ禍でも
Zoffの安心安全メガネ選び

木の温もりを感じる

福井卸の小永純一氏が会長に就任

三城のログハウスタイプ店舗

日本眼鏡卸組合連合会の第69回通常総会

　ＷＩＰＯ（世界知的所有権機関）は、
特許協力条約（ＰＣＴ）に基づく２０１９
年の国際特許出願件数を発表した。

　それによると、中国が５万８，９９０
件となり、米国（５万７，８４０件）を抜
き、初めて世界１位となった。国際特許
出願件数で中国が米国を逆転したこ
とで、知財分野における米中の覇権争
いは一段と激しくなりそうだ。

　世界全体の出願件数は、前年比
５％増の２６万５，８００件と過去最多
を更新した。中国の出願は１１％増の
５万８，９９０件。１９９９年には２７６
件しかなかったが、この２０年間で２００
倍以上も増加。米国は特許協力条約
の運用が始まった１９７８年以来４０
年間首位を維持してきたが、今回は５
万７，８４０件と２位に転落した。

　   
     （特許業務法人共生国際特許事務所所長）

　其の48

国際特許出願件数、
中国が米国抜き世界１位

佐藤英昭弁理士による

『特許の哲学』

　不愛想で気難しい、客あしらいは下
手お世辞も苦手、口数少なく黙 と々仕

事に打ち込む、
巧拙はあっても
仕事へのこだ
わりは強くプラ
イドも高い。職
人気質の通り
相場の形容だ
がこういう人た
ちが戦後しばら
くの間時計屋
を開いていたの
である。モノ不
足の時代は皆

モノを大切に扱ったから、時計の修理
だけで十分食べてゆけた。今では想像
しがたいが、目覚まし時計も自店で修
理していたのである。なにしろ機械式の
時計は精度に難があるから、また品物
自体もけっして優良品ばかりではな
かったからこそ経験と技が要求された
のである。
　商売の上で時計を販売することは二
義的といっても過言ではなかった。
　この秩序を砕いたのがSEIKOの
クォーツ式腕時計の出現である。時間
精度が安定し、分解組み立ても機械時
計に比べれば容易なシステムであった
から職人技は不要になったのである。
時計屋の看板はそのままでも求められ
るものが革命とでもいうべき変化であ
つた。時計を修理して使用できるように
戻す技術から時計自体を販売する技
術への転換である。この変化に翻弄さ
れて多くの時計店が淘汰された。それ
でもクォーツ式の新規需要がある間は
それなりにどの店も潤ったのであるが、
買い替え需要の流れになると店先に商

品を並べるだけでは売り上げは伸びな
い。時計を修理調整するのも技術なら
販売するのも技術である。
　店舗立地の選択、品ぞろえ、演出、
販売促進、集客、接客、顧客管理、アフ
ターサービス、諸々の事柄の総合力こ
そが販売であってみれば、一朝一夕に
身につくものではない。量販店の値引
き攻勢に苦戦を強いられたのは、大資
本と零細資本の差ということだけでな
く、販売技術の稚拙さが根底にあった
と言わざるを得ない。がこの販売技術
こそが時計店の今後の流れになるとい
ち早く気づいた人たちもいたのである。
またそういう時計店は曲がりなりにも
生き残ってきたのである。職人から商
人へ。腰を低くして笑顔を作りお愛想
を言い、お客様のお帰りには深 と々頭
を下げてお見送りをする。その姿勢が
商人の第一歩である。
　時代の節目、技術革新の節目にぶつ
かったとき、従来の秩序のなかの既成
の勢力は淘汰され、新興勢力が新しい
秩序を作っていくことは自然のことでは

「あの時」の
見極めが盛衰を
分けた 

ガンバレ小売店 

小売の十字路小売の十字路 168

あるが、その節目の意義と将来を渦中
の中で当事者として見抜くことは至難
のことである。
　コロナ禍の渦の中に我 は々いる。１００
年に一度の危機だという。新しい生活
様式という変化の節目をどう見るか、
この変化は我々小売業に何をもたら
し、我々はどう対処するのか。
　外出自粛、密の回避、テレワークの
拡大、今まで通りの商売が持続できる
のか、見直さねばならないものは何か、
確かにクォー
ツの出現のご
とき技術革新
の衝撃ではな
いが、従来の７
割程度の経済
が 定 着 す れ
ば、時計宝飾
の業界では旦
那と奥さんだ
けの路面店が
案外復活する
かもしれない。

売り上げ規模は小さいけれど経費も
掛からず不況につよいはずである。今
までは減少一方だった時計宝石の兼
業店が見直される可能性もある。
　SC出店の年中無休の経営は人件
費家賃が重荷になり、有望と思われて
いるネット販売も過当競争の中で利益
の確保は難しそうだ。ガンバレ小売店、
変化の奥を見極めよう。
　　　　 　　　　　　　　　貧骨  
　　    cosmoloop.22k@nifty.com
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