2020年（令和2年）6月15日
ている。
ブルーライ

全国106店の眼

マスク紐の痛みを軽減

「マスク みみ楽くん」はそ
んなマスクユーザーの悩

する㈱ビジョンメ

オンライン授業の

ガネは、各店1200

急速な拡大で、子

本のフレームを最

ども用のニーズも

大70%割引して販

高まると考 え 、フ

は、
シリコーンチューブをマスク紐に取

売する大型セール

レーム購入者の全

り付けることで、耳にあたる紐にクッ

を、15都府県の全106店で8月
2日まで開催している。
長期化する在宅勤務にとも
なうニーズに応えるため、セー
ル期間は通常時より約1カ月
長く設 定 。購 入 者を対 象に、
パソコンのブルーライトをカッ
トするレンズ（度なし）
もしくは
薄型（1.60）非球面レンズ（度
付き）を無料で付けるサービ
スも展開中だ。
コロナ禍で、
メガネの見えづ
らさや不具合があっても、気軽
に買い替えのできない状況が
続く。
また、
コンタクトレンズよ
り手軽に身に着けられるメガ
ネを希望する人や、目の疲労
の原因とされるブルーライトを

在宅勤務やオンライン授業の子どもに
ブルーライトカット需要高まる

トカットレンズは、

ビジョンメガネが見える暮らしを応援

鏡 専 門 店を運 営

抑制するレンズの需要が増え

企画された商品だ。
「マスク みみ楽くん 」

るもの。

来 客を迎えるにあたり、ス
タッフはフェースシールドとマ

チューブにはスパイラル状の切込み

スクを着用、
うがいや手洗い

が入っており、
マスク紐への取り付け・

を徹底し、
ウイルス対策を行っ

取り外し が 簡 単 に できる 。透 明 の

ている。
さらに店内の清掃と換

チューブのため装着部分が目立たな

気、
ドアノブや接客台、椅子、

い。
また、シリコーン素材のため、水で
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ケースと文字盤のデザインを備え
たスポーツウォッチクロノグラフを
発表したことで知られている。当時
の最も典型的なデザインの1つが、
今回発表する“クロノグラフA”だ。
1970年〜1971年の2年間のみ生
産された“クロノグラフA”はいまで
もコレクターに人気の高いスポーツ
ウォッチクロノグラフ。文字板中央
に位置する、2つのインダイヤルを
囲 む 楕 円 形 のデ ザインが サーフ
ボードのように見えることから、
1875年にアメリ

“サーフボード”の愛称で親しまれた。

カで誕 生した時 計

“サーフボード”復刻盤を記念して世

子どもコーナーのおもちゃ、
ト

洗って繰り返し使用できる
（実用新案

ブランド「 B U L O

界限定モデルも同時発売される。350

イレや洗面台の衛生周り等、

出願中）。参考小売価格は4本入り
（マ

VA」
（シチズン時計

本のみ生産されるブレスレットタイプの

顧客が接触する部分の定期

スク2枚分）
で660円＋税。

的な除菌も行っている。

メガネの総合商社㈱ヤブシタ
（東京

BULOVA

スイス製クロノグラフ自
グループ）は、過 去 「98A251」は、
に人 気 のあったモ

動巻きムーブメントを搭載し、木製スペ

なお同社は、新型コロナウ

都文京区、藪下昌宏社長）
は、
マスク紐

デルの復刻コレクション、
アーカイブス

シャルボックス入り。日本国内では10

イルス感 染 拡 大中に、メガネ

による耳の痛みを軽減するシリコーン

シリーズから、サーフボードのようなデ

本 限 定 発 売となる。取り扱い店 舗は

の除 菌 が 気になる人に向け

チューブ「マスク みみ楽くん」
を取扱小

ザインが施されたスポーツウォッチクロ

GINZA SIX内のCITIZEN FLAG

て、
メガネを分解・洗浄した上

売店にて販売開始した。

ノグラフ、
『アーカイブス シリーズ クロノ

SHIP STORE TOKYO、全国のロフト

で、除 菌 スプレ ー の 無 料 サ

新型コロナウイルスの影響で多くの

グラフA“サーフボード”』
を、6月20日よ

内で展開している腕時計専門店のオン

ポートを4月3日より実施、5月

人が長時間マスクを着用する環境に

り新たに発売する。価格は6万3000円

タイム
（主要店舗）、および全国のマル

17日までには2万本のサポー

なった。
そのような中、
「マスク紐で耳が

＋税〜30万円＋税。

イ等に展開しているmove（ 主要店舗）

トを行った。

痛い！」
といった悩みをよく耳にする。

ナウイルス感染拡大に伴い、何か微力
でも力になれないかと考え、台東区の

東京台東区の御徒町に店舗を構え

医療従事者の安全と健康を守るため

るジュエリー・ブライダルジュエリーの

に、
マスク2万枚を台東区へ寄付。台東

セレクトショップ「ビジュピコ」
（ ㈱G・

区より感謝状を授与された。

三越伊勢丹のクリアランスセールは
オンラインで五月雨式にスタートし
混雑緩和に努める

みの軽減に役立てればと

ション性が生まれ耳が痛くなりにくくな

ての人へ提案も行っている。

T・B・T＝石部高史社長）は、新型コロ

ビジュピコが台東区に
2万枚のマスクを寄付

メガネ総合商社のヤブシタが
「マスク みみ楽くん」を発売

年代の復刻版
アーカイブスシリーズ
クロノグラフA サーフボード

（4）

雑する状態の緩和に努めるとし
て、従来のように一斉にセール
をスタートする形を取りやめた。

路傍の
路傍の

カ
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ナリア
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苦難の旅路を
歩いた人々

今年の夏のクリアランスセー

1970年代、ブローバはさまざまな

を予定している。

て耕作地の拡大を求めるプランターた

アンの悲しみとやりきれなさは伝わって

熊笹5尺〜6尺茂生して大熊の出没を

ちや、
自営農地の獲得や拡張を求める

くる。彼らは
「アメイジンググレイス」
をう

感じさせる。」
「 洗顔水、ほとんど氷らん

入植者たち、土地投機業者たちが急増

たって士気を高めたという。

ばかりの寒冷。頭髪を洗うも、櫛を入れ
る時、すでに氷となる。」
こうして4月21

していた。彼らはインディアン居住地を

スケールは違うにしても日本でも似

その発展の障害とみなし、
インディアン

たような話がある。網走に近い北海道

の移住を強く要求していた。
さらに、同

常呂郡佐呂間町、オホーツク海に面し

時期にチェロキーの居住地で金が発

たサロマ湖より内陸に入ったところに

の鉱毒被害者も移住の地が勿論楽園

日仮小屋に移転した。
インディアンのチェロキー族も栃木

字（あざ）栃木という地名がある。なぜ

だったわけではない。むしろ逆で調べ

こういう事態になるとなにやかやと

栃木かというと栃木県下都賀郡南部

ればすぐわかることだ。彼らは理不尽

理屈をつけてインディアンをその土地

八か町村の足尾銅山鉱毒被害者たち

な仕打ちへの憤怒を抱きそして諸々の

から追い出しにかかるのである。第7代

が入植し命名したのである。
この人た

葛藤すべてを飲み込んで困難な旅路

見されると人々が殺到した。」

フロアやブランドごとに
㈱三越伊勢丹ホールディングスは、 ルにおいては、

アメリカの先住民はインディアンに

大統領ジャクソンは
「インディアン強制

ちは鉱毒の被害のため故郷で生計が

を歩いた。老若男女を問わずだ。そし

伊勢丹新宿店、
日本橋三越店、銀座三

五月雨式にスタートすることで、集中的

間違いない。
コロンブスに
「発見されて

移住法」
を成立させ、
みずから追い出し

立てられず、
この地を言わば国からあて

てかの地に生活を一から作り上げた

越を対象店舗に、特定日に集中的に混

に混雑する状態の緩和に努める。

しまった」新大陸でもともと暮らしてい

の先頭に立った。インディアン部族の

がわれたのである。6 6 戸 2 4 0 余 人 、 のだ。

また6月9日か

た人々である。
この発見というのはずい

一つチェロキーは「移住時期が冬にか

1911年4月7日に栃木県を出発、12日

生き延びるということはおそらくこう

らはオンライン

ぶんと迷惑な話でわが身に置き換える

かったこともあり」悲惨な旅路を歩かざ

に野付牛（現北見市）
に辿り着いた。道

いうことなのだという見本のごとき人々

ストアでのクリア

とよくわかる。中国大陸から冒険家の

るを得なかった。
アメリカでは今でも語

中「貨物列車でムシロ敷き」
の厳しさで

ランスセールを

一行が日本列島を発見し、
そのあとか

られる
「涙の旅路」である。1600キロ、 あったという。

スタート。店 頭

ら次々と異民族が押しかけて
「新天地」 九州南端から北海道真ん中あたりまで

に来店すること

の名目で土地を収奪しわれら日本人

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。

なく、顧客が「好

が辺境に追いやられればこれはもうい

きな時に」
「好き

かんともしがたい民族の悲劇である。

な場所」で買物

1830年代といえばアメリカがイギリ

http://www.sunchalaine.com

を楽しめるよう

スから独立して50年ほどたった頃の話

に、充実の品揃

である。

〒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
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えで紹介する。

「当時、南部では綿花ブームに乗っ

の直線距離である。

がそこから現地までがさらに困難を

貧骨

極める。
「 途中雪どけ。泥濘、膝を没す

cosmoloop.22k@nifty.com

約16,000人のチェロキーは「道中、 る程度に及ぶ。
約束した連邦政府からの支援は届か

○○より三里は峠。一方山岳。一方

ず、寒さと飢えで4 0 0 0 人 が 死 亡し、 渓谷。危険、困難想像外。融雪中の雪
人々はその死体を運んで移動した。」
ごく普 通の想 像力を巡らせるだけ
で、
その旅程を実際に経験したインディ

の胆力である。覚えておいていい話で
ある。

路歩行容易ならず。足跡あやまれば、
二尺~三尺の雪中に両脚没し、両股に
て止まる状況。天然大木、天空を蔽う。

引用文献 : 「インディアンとカジノ」野口久
美子 ちくま新書 「ジャガイモの世界史」
伊藤章字 中公新書
※なお○○は本文では具体的地名なの
だが難解な漢字なので○○としました。
ご
理解ください。

