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　災いから身を護るお守りが起源と言
われているジュエリー本来の意味を反
映させ、身につけることで自分の気持ち
を高めることをコンセプトに創作した新
作「ルーンペンダント」をカジ・ジュエ
リーアートのデザイナー梶武史氏が発
表した。
　ルーンとは、北欧ヨーロッパに存在
した古代文字であり、文字の一つ一つ

には成功や挑戦、魔除
けなどの象徴的な意味
が与えられている。
　新作は、希望の象徴
である星のモチーフを
取り囲むように24個の
ルーン文字が配置さ
れ、回転するルビーを自
分の気持ちに合わせて
それぞれの文字の位置
にセットできる仕掛けが
施されているのが特徴。

　武史氏は、「2月に、国際交流を目的
にイタリア・ぺーザロ市とIMCF国際美
術機構の共催でペーザロ市にあるドュ
カーレ宮殿で開催された『日本現代作
家イタリア展』でJaponesqeをテーマ

にしたエマーユ
ネックレスでメダ
ルを受賞したこ

とが創作のきっかけ」と話す。
　アール・ヌーヴォー様式の正統的伝
統を受け継ぐフランスのエマーユに日
本の蒔絵が施されたフレームで装飾し
た受賞作は、日本とフランスの伝統工
芸が融合した独自の世界観とテーマ
で、会場に訪れた地元の美術ファンた
ちの注目を集めた。
　しかし展覧会開催中に新型コロナウ
イルスの旋風に巻き込まれ、ぺーザロ
市もその後間もなく封鎖された。
　この現実を目の当たりにした武史氏
は、「世界中が見えない敵であるコロナウ
イルスという存在によって大きな失望感
に苦しめられている中、人の心にエネル
ギーを与える精神的なお守りとなる作品
にしたい」と、創作時の意欲を解説した。

　カジ・ジュエリーアートは、以前よりメ
メント・モリ（死生観）をテーマにしたス
カルジュエリーをはじめ、ゾディアック
（星座）モチーフのジュエリーなど、人
の心に訴えかけるメッセージ性のある
作品を創作している。今求められてい
るジュエリーは何か、ジュエリー本来の
意味や役割、人とジュエリーの関わり
を考え、これからも身につける人の心に
響く作品の創作に力を注いでいきたい
と考えている。

　すぐに仕事に
活かせると毎年
好評の日本宝
飾クラフト学院
による「サマー
セミナー」（夏期
宝飾実務講座）
が8月1日からス
タートする。
　今年は、新
型コロナウイル
スの感染防止対策として、少人数制で
会場を分散し行うため、東京本校に加
え、横浜校と名古屋校でも開催する。

　同セミナーは、毎年実施される好
評の大型セミナーで、すぐに仕事に
活かせる技術が短期間（1～2日）
で習得できると、学生のみならず社
会人などからも人気となっている。

　講座は、ジュエリーデザイン、制作技
術、宝石学など専門技術別に様々用意
され、全部で23講座が揃う。

　今年は、プラチナ加工未経験者のた
めに「初めてのプラチナ」、安価で使用
できる3DCAD「Fusion360」、ミル打ち
の技術が学べる「ミルタガネ作りとミル
打ち」の3講座が新規で加わった。人気
のパール糸替え初級は、本校、横浜
校、名古屋校の3校で開催される。

　人気の講座は、例年早い時期に定
員に達してしまうため、希望者は早めに
申し込むとよい。

　また、好評の法人割引は今年も継
続。同一企業から二人以上受講の場
合には、受講料が10％割引となる。
ジュエリー関連企業のスタッフ研修な
どに積極的に活用したい。
　さらに、一人で複数の講座を申し込
む場合は受講料が10％引きになる複
数割引制度も実施している。
　受講申し込み・問い合わせは、東京
本校フリーダイヤル0120－3388－26
まで。なお、同校のホームページからも
申し込みが可能。ネット申し込みは、
PC、スマートフォン、タブレットに対応し
ている。https://www.jj-craft.com/

　TASAKIは7月1日～30日の期間、
ブランドを代表するアイコンシリーズ 
「balance」の発売10周年を記念した
スペシャルプロモーション『balance 
10』を伊勢丹新宿店本館1階 プロ
モーションにて開催する。
　パールの新たな魅力を引き出す革
新的なデザインとして2010年に鮮烈
なデビューを飾って以来、TASAKIの
アイコンジュエリーとして愛され続けて
いるbalance。バランスボールからイン
スピレーションを受け、パールを直線
に並べたミニマルでモダンなデザイン
は、様々なバリエーションで展開され、
その世界を広げている。
　会場では、シリーズ発売10周年を記
念して生み出された“balance signa-
ture decade”を含む新作「balance 
10」コレクションをはじめ、人気の代表

的アイテムを、独特の世
界観を表現したディスプ
レイにラインナップしてい

る。また、5珠のパールが一直線に並ん
だ 象 徴 的 デ ザ イ ン
「balance signature」のジュエリーと、
10周年を記念した新作のひとつである
「balance signature
decade pearls & diamonds」のジュ
エリーに、ひとりひとりの個性に合わせ
た表現を加えられる初のパーソナライ
ズサービスを、伊勢丹新宿店にてプロ
モーション先行で展開する。
　パーソナライズサービスでは、
「balance signature」ジュエリーの
パールひと珠ごとにひとつアルファベッ
トや記号をセットでき、大切な想いや
メッセージを自由にパールに託せるデ
ザインと、「ba l a n c e s i g n a t u r e 
decade pearls & diamonds」のダイ
ヤモンドのパヴェボールを、さまざまな
色味の南洋真珠や、ルビーまたはサ
ファイアのパヴェボールに変更できる
デザインの2種類を展開。また、期間中
はTASAKIのクラフツマンシップの神
髄を体感できるデモンストレーション
なども実施され、さらなる広がりを見せ
る“balance”ならではの美の世界を多
面的に楽しめる。

　「ポンテヴェキオ」を展開する㈱ポン
テヴェキオホッタは、6月20日よりオン
ライン上でブライダルリングの相談・注
文を受ける完全予約制オンライン接
客サービス「Bridal Online Showroo
m」をスタートした。
　『新しい生活様式』を鑑み、来店が
難しい顧客にも安心してブライダルリン
グが選べるオンライン上での接客サー
ビスとなり、新型コロナウイルスの感染

予防対策となっている。
　オンライン上においても店頭での接
客と同様に、熟練のジュエリーアドバイ
ザーがわかりやすく丁寧にサポート。
多数のラインナップの中から、顧客の
要望に合わせた最適なブライダルリン
グを提案する。希望者へはリングゲー
ジの無料貸し出しサービスも用意。予
約時にリングゲージ貸し出しをリクエス
トすると、オンライン接客サービス当日
までに届け、当日はサイズを確認しな
がらのリング選びが可能となる。

　いよいよ7月から大型催事や大型
展示会が始まります。
　新しい生活様式に合わせ色々な新
しいビジネススタイルの構築に励む企
業が増えてはいますが、まずは元の軌
道に戻す努力が続くことと思います。
　そこで、自社商品やサービスを積極
的にリリースすることをお勧めします。
　ビジネスの再開に向け時計企業や
眼鏡企業からは新作情報や各業
界に向けた情報の提供が再開さ
れました。
　宝飾企業においてはブライダ
ル企業を除き積極的な情報の提
供が非常に少ないのが気掛かり
です。
　かなり昔から宝飾見本市にお
けるプレスリリースは減少し、数年
前にはゼロの時もあったのを覚え
ています。
　見本市と言えば情報の発信場
所です。そこに出展社はいても情

報を発信しない出展社が多いと、それ
に伴い、ターゲットとなる小売店から
は「魅力的な商品がない」「同じ商品
がない」との声が多く聞かれ始めたの
も、その頃だったように感じます。情報
のない見本市は、変わり映えのしない
見本市に見え、来場者を飽きさせてし
まうのではないでしょうか。
　宝飾の市場規模は新型コロナウイ
ルス問題が起きる前には微増との予
測も出ていましたが、厳しくなることは
間違いないでしょう。
　売り上げを伸ばすためには市場全
体の活性化が鍵です。そのためにも、
これから始まる大型展示会や見本市
などにおける、情報による市場の活性
化は必須です。小売店の催事や日々
の売上向上のために必要となる商品
やサービスを紹介し、提案していかな
い限り、これ以上売り上げを伸ばすこ

とは難しいし、情報のない見本市に小
売店は足を運ばないでしょう。
　また市場活性化には新規取引先や
新規顧客を増やすことも必然でしょ
う。ハンドメイドやアクセサリーだけで
はなく、ジュエリー分野における独立
企業は増えています。一つ一つはそれ
ほど大きなものではないかもしれませ
んが、それぞれに成長し、特に若手に
よる勢いのある独立企業が増えてい
ます。また、それらの独立企業は、従来
の宝飾企業が開拓し切れていなかっ
た20代～40代の層をターゲットにし
ており、市場規模の伸び代は業界全
体での盛り上げ方も大きな要因にな
るでしょう。
　見本市などで開かれるセミナーに
は多くの人が集まっています。新しい
情報や新しい提案を求めているから
に違いなく、しっかりと情報を発信す

ることによって、リアル展示会の活性
化はまだできるはずです。既存の取引
だけに留まらず、積極的に情報を発信
しライバル会社と切磋琢磨することで
小売店やバイヤーたちに刺激を与え
られるはずです。情報もない刺激もな
い中では、マンネリは起こりやすい。小
売店が仕入れたいと思うような刺激
はこれからは必須です。消費者が刺
激され購入したくなるのと考え方は同
じです。
　この厳しい状況を業界全体で盛り
上げ、売り上げの回復と市場規模の
拡大を目指すためにも、積極的な情
報の発信をお願いします。7月1日から
はTDLも再開しましたので、業界全体
で楽しんでいきましょう。
　情報の発信は、時計美術宝飾新聞
社（担当：藤井勇人）までお願いしま
す。TEL：０３－３８３３－１８８６、
FAX：０３－３８３３―２７２７。メー
ル：hayato@carol.ocn.ne.jpまで。

　この春からスタートした
ショーメの「コンフィギュレー
ターサービス」では、ウェブサ
イトやモバイル上で好みの組
み合わせによる“バーチャルリ
ング”を仕上げることができる。
　好きなリングモデル、素材、
ダイヤモンドのカッティングを
選び、フル3Dでしっかりとイ
メージをチェックできる。パー
ソナルなメッセージを刻むエン

グレービング（刻印）も書体や文字を
入れ込んで確認でき、幾つかのパター
ンを見比べたい人は、作成したイメー
ジをウィッシュリストに保存して比較す
ることも簡単。友達や家族とSNSで
シェアすることができ、大切な人への相
談もスムーズ。ブライダルリングで気に
なる価格の目安も、このサービスなら
事前に把握することができ、ブティック
を訪れる前の準備にもお薦めのサービ
スとなる。

　㈱レアール（東京都品川区、河西喜
久男社長）は、日本の文化「あこや真珠」
がコロナ拡大や稚貝の大量死により打
撃を受けていることから、新たな真珠の

需要創造を目指し、真珠をもっ
と自由にディリーに楽しむべきと
の思いから、あこや真珠で作っ

たラグジュアリーなマスクを発表し話題
を提供した。また、国産のコットンパール
工場も打撃を受けていると、軽量のコッ
トンパールも同時に発表している。

　㈱QVC ジャパン
は、ウォルト・ディズ
ニー・ジャパン㈱とシ
チズン宝飾㈱とのライセンス商品、「純
プラチナデザインメダル（フローズン2）
10oz（オンス）、20oz（オンス）」を6月
13日のTSV（Today’s Special Value）
にて特別価格で先行発売した。
　純プラチナデザインメダル（フローズ
ン2）は、ディズニー映画『アナと雪の女
王2』に登場する、アレンデール王国の

女王エルサと妹のア
ナが表面にデザインさ
れ、また裏面には雪だ

るまとして登場する人気のオラフが風の
精霊ゲイルと戯れている様子をモチー
フに、純プラチナで表現されている。限
定数は2300枚／（10oz）と、600枚
（20oz）のみで希少価値商品として提
供。価格は5万7500円～8万1500円
（税込）とし、メーカー小売希望価格よ
り最大で37％OFFとなる。
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　6月26日、現地ダルエスサラー
ム・タンザニア（アフリカ）において、
史上最大のタンザナイト原石が発
見されたと、AFPニュースが伝えて
いる。
　発見されたタンザナイト原石は、
9.27キロと5.1キロの2個の原石で、
同国史上最大と2番目の大きさ。発
見したサニニウ・ライザーさんは77
億タンザニア・シリング（約3億5000
万円）で政府に売却した。見込まれ
る原石の小売価格は77億タンザニア・
シリングの20倍ともいわれているが、タ

ンザニア政府のツイッター投稿によ
ると、原石は国立博物館で保管さ
れ、市場に出ることはないとのこと。
　タンザナイトは、タンザニア北部マ
ニャラ州が唯一の産出地として知ら
れ、青紫にきらめく宝石として宝石
業界で需要は高い。1967年にキリ
マンジャロ山麓で初めて発見され
た。
　なお、発見者のライザーさんは、
地元の発展に役立てると「アルー

シャにショッピングモール、自宅近くに
学校を建てる計画だ」と話している。

　 ㈱ 真
珠 科 学

研究所は、6月3日に臨時株主総会と
取締役会を開き、役員改選を行った。
下記の通り新役員が決定した。
　▽代表取締役会長＝小松克彦（豊
明）、▽代表取締役社長＝佐藤昌弘、▽
取締役副社長＝矢﨑純子、▽取締役
＝小松兵衛、小松賢治、▽監査役＝高
橋俊逸（敬称略）。なお、小松博氏は取
締役を退任し、名誉顧問に就任した。
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現状とその鑑別を
日本宝石協会のZoomMeetingで

アフターコロナ応援企画 積極的なリリースを

Meetingによる「第2回宝石勉強会」
を、7月13日16時から開催する。
　内容は、「コランダムのベリリウム拡
散加熱処理の現状とその鑑別」をテー
マに、中央宝石研究所リサーチ室の江
森健太郎氏が講師として解説する。
　コランダムの拡散加熱処理は、ベリリ
ウム（Be）を高温下でコランダムの格子
中に拡散させ、色を変化させるという従
来にはない手法で、2001年9月頃より
世界の宝石市場で広くみられるように
なった。出現当初はオレンジピンクから
ピンクオレンジのいわゆる「パパラチャ」
の色をしたものが主であったが、その
後、バイオレット、グリーン、ブルー等の
色調のサファイアやルビーにもベリリウ
ム処理を施したものが出現している。

コランダムの
ベリリウム拡散加熱処理

自然科学理論による
より正確な
エンハンスメント鑑別書

宝石学学術協議会会員（AGK）

日本宝石科学協会
〒110-0005東京都台東区上野5-22-1井上ビル4F
TEL:03-3836-2507 FAX:03-3836-2689
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