年齢や能力に関係なく
幅広い人々のニーズを反
映し、製品やサービスを
考案していくデザイン手
法「インクルーシブデザイ
ン」が、高齢者や障害者
の社会参加が国際的に
進 んでいる近 年 におい
て、その重要性が更に高
まっていることから、セイ
コーウオッチ㈱は、視覚
障害者団体へのヒアリン
グを実 施 。インクルーシ
ブデザインの考え方に基
づき11年ぶりに刷新され
た視 覚 障 害 者に向けた

視覚障害者の多くが使用する
音声デジタルウオッチを 年ぶりに刷新

2020年（令和2年）11月1日

重要視されるインクルーシブデザインに基づき

（6）

11

音 声 デ ジタルウオッチ

（昭和25年2月28日第3種郵便物認可）

ために 、
腕なじみ

神木隆之介が変幻自在なメガネ男子に!?
「アエラスタイルマガジン冬号」

の良いシ
リコンバ

方法、販売方法その他事業活動に有用

佐藤英昭弁理士による

『特許の哲学』

な技術上又は営業上の情報であって、
公
其の

ンドを 採

子 役 時 代 から多く

用したモ

の作品に出演し、俳優

神 木さんは誌 面の

デルをラ

として常に異なる姿を

中で、
「 眼 鏡 はプライ

イン アッ

見 せながら成 長を続

ベートでもよく掛けて

企業が保有する技術や情報等の資

得し、
自ら使用し、若しくは第三者に開

プ に 追

け、今 年で芸 歴 2 5周

いますが、デザインが

産は、オープン化した上で特許権等の

示する行為等）をした場合、損害賠償

加 。現 代

年を迎えた神 木 隆 之

変わるとガラリと“顔”

知的財産に係る権利を取得し活用する

等の責任が生じるが、営業秘密として

的にシン

介さんが 、1 0月2 3日

が変わるのが面白くて

方法と、
クローズ化して秘密として管理し

保護されるためには以下３つの要件を

プルな円

発売のアエラスタイル

楽しい。顔によって似

活用する方法がある。企業は、
いわゆる

満たすことが必要である。

錐形のケースデザインに変更し、4時位

マガジン v o l . 4 8

合う服も違うので、眼

オープン・アンド・クローズ戦略として、
経

置に溝を設けてスピークボタンを判別

［2020冬号］にて、27

鏡 が 個 性を演出する

営戦略上どのような方法・組合せを採用
するか適切な判断が求められている。

証明している。

しやすく、
それ以外のボタンにはガード

歳の大人の男として、

ファッションアイテムで

を設けて誤作動を防止する仕様に改

さまざまな“メガネ男

あることを改めて実感

良された。なお、これらの点が評価さ

子”を演じ分け、眼鏡のポテンシャルを

できました」
などと話している。

「営業秘密」
の保護と管理

この営業秘密に係る不正行為（窃取
等の不正の手段によって営業秘密を取

秘密として管理している情報、
いわゆ

る。
さらに、
アクティブなス

度グッドデザイン賞」に輝いている。価

止法で
「秘密として管理されている生産

ポーツシーンにも使いや

格は1万8700円
（税込）。

１１月１1日は「ジュエリー デイ」

すいモデルが新たにラインアップに加

開発の歴史は、1939年（昭和14年）
ま
で遡る。戦時中に負傷した軍人将校の
ために、開閉する蓋を設けた提時計タ
イプの触読時計を開発、提供した。
その後、1966年（昭和41年）
に初の
腕時計タイプの触読時計、1979年（昭

触読時計は、音声デジタルウオッチと

和54年）に世界初のクオーツ式腕時

同じ、視覚障害者向けの時計で、
ダイヤ

計タイプの触読時計、そして1998年

ル上の時針・分針・アワーマークに直接

（平成10年）には初の音声デジタルウ

触れることで、時刻を読み取る仕組み。
音声デジタルウオッチ同様、
インクルー

音声デジタルウオッチは、
ボタンを押

シブデザインの考え方に基づき25年ぶ

すだけで音声が流れ、簡単に時間がわ

りにリニューアルした、
男女向け計5モデ

かる時計として、触読時計と並び視覚

ルが今年の9月に発売された。女性向け

障害者の多くが使用している。現在時

のピンクダイヤルとボルドー色の革バン

刻に加え、
アラーム時刻、
ストップウオッ

ドモデルを組み合わせたモデルが登場

チの経過時間なども音声で知らせ、時

パリミキのオリジナル補聴器に
初めて5年間のロングサポート

セイコーの視覚障害者向け時計の

﹁らくみみMKシリーズ﹂発売開始

わり、計3モデルが展開される。

「パリミキ」
「 メガネ
の三城」
を展開する㈱

の補聴器の使用で心配な人をサポー
トできる仕組みとなる。

①秘密管理性：秘密として管理され
ている
②有用性：有用な営業上又は技術
上の情報である

る
「営業秘密」
については、不正競争防

オッチを発売した。

然と知られていないものをいう」
と定義さ
れ、
保護されている
（第２条第６項）
。

れ、音声デジタルウオッチは「2020年

が、12月11日に販売され

第2418号

③非公知性：公然と知られていない
（特許業務法人共生国際特許事務所所長）

補聴器の非常に大きな潜在需要へ
国内4つ目の直営店を福岡に
パナソニック補聴器

を自覚していない
人も多く存 在する
ため、国内において
は補聴器の非常に

三城は、10月17日か

同安心保証の特徴は、万が一、補聴

ら新ラインナップとし

器が壊れてしまったときでも、5年間回

パナソニック補聴器㈱は、11月12日

て、初めての5年保証

数無制限で、修理代金の10％の負担

に東京、横浜、大阪に続く国内4つ目の

付きパリミキ オリジナ

で修理ができるので、急な出費の心配

直営店「パナソニック補聴器 プラザ福

パナソニックショップや介護ショップ、

ル 補 聴 器「 らくみ み

もなく安心。
また、水没や落下などによ

岡」
を開設する。

眼鏡店、補聴器専門店などを通じた補

MKシリーズ」の販売

るメーカー修理対象外の故障も保証

を開始した。

し、万全のサポートを行う。

通 常 、補 聴 器 の

補聴器の機能も前モデルから向上。

大きな潜在需要が見込まれている。
パナソニック補聴器は、全国にある

プラザ 福 岡は、補 聴 器の販 売 、調

聴器の販売に加えて、東京、横浜、大

整、
ならびにさまざまな聞こえの相談や

阪の3カ所で直営店「パナソニック補

を運営。聞こえの相談から
補聴器選びのアドバイスなどを通じて、 聴器プラザ」

メーカー保証期間は2

補聴器をつけると気になる自分の声の

顧客のQOL（Quality of Life：生活

補聴器選び、販売、購入後のアフター

年 〜 3 年が 一 般 的だ

響きを抑えるだけでなく、相手の声を

の質）
の向上を提供していく。

フォローに至るまで一 貫して専 門ス

が、パリミキのオリジナ

大きくできるので 聞こえが 楽になる

現在の日本においては75歳以上の

タッフが対応し、顧客の困りごとに対し

ル 補 聴 器「 らくみ み 「デュアルプロセシング」や、周囲の音

きめ細やかに対応してきた。
高齢者が約1900万人に達するなど、 て、

MKシリーズ」
（ MK1、 環 境 を 認 識し、前 方 向 の 声 や 音 に

急速に高齢化が進行している。75歳以

今回のプラザ福岡の開設により、専

MK2が対象）
には、今

フォーカスをして会話をしっかり聞き取

上の高齢者のうち、約4割が難聴を自

門性を生かした、顧客一人ひとりに寄

するなど、
よりおしゃれに着けこなしたい

まで以上に安心して使用できるように

りやすくする
「HLTRA HD」が内蔵さ

覚しているという調 査 結 果もある。ま

り添った活動を拡充するとともに、地域

刻修正を行う際にも、音声で案内する

という視覚障害者へのヒアリングが活

と、パリミキ独自の「ミキ安心保証プラ

れている。
また、専用ケースに置くだけ

た、
「 二度聞きが多い」
「 大音量でテレ

のパナソニックショップとも連携を深め

機能が備わっている。
スポーツを楽しむ

かされている。

ス ライト」
（ 最大5年）
を付け販売。今ま

で充電可能な自動電源ON・OFF機能

ビを見る」
「 大声で話す」
といった行動

て、聞こえることの嬉しさと聞くことの

で補聴器の故障で困った人や、初めて

も搭載する。

を無意識にとるなど、聞こえの不自由さ

楽しさを届けるとしている。

資本がつけいるスキがない会社である。

ジュエリーはお客にどうすれば売り込

２０２０年３月期の決算を見てみると

むことができるかという視点から語ら

売上高１８７億、経常利益８億３千万

れがちで、
そこでイベント仕掛け、展示

である。
うち卸部門が10%を占めている

会という流れになるのだが、
ツツミ流の

ので小売りの売上１６８億となる。ネッ

店頭販売でジュエリーが売れるのであ

トによる売上がどの程度かは記述がな

る。表現を変えればそういうマーケット

いので不明だが仮に20%を占めている

があるということだ。委 託が、展 示 会

と仮定して差し引きすると実店舗の売

が、イベントが、
というこの業界の販売

上は１３４億となる。店舗数は１５９
（年

慣習とは別次元の世界があるというこ

度末）だから一店舗当たり平均年商８

とをツツミの数字が示している。言って

ジュエリー産地、山梨の挑戦
「SIMPRICH」
と
「Koo-fu wedding」
「ジュエリー産地山梨」
を伝える新し

間、山梨ジュエリーミュージアムに、デ
ザイン画や開発チームの思いとともに
展示されている。
また、最高品質のプラ
チナ素材を使った産地ブランド
「Koo-

い挑戦として2019年に誕生した新ブ

fu」から、今冬から始まる新たなマリッ

ランド「SIMPRICH」の新しいライン

ジリングのオーダーブランド「Koo-fu

ナップが、10月31日から11月23日の

wedding」
も展示している。

JJA会員数は
777社と減少

3月の香港フェアは3日〜7日 会員あてに配信を行った。

また、8月のジュエリーコーディ

香港貿易発展局（HKTD

ネーター資格試験中止に伴い資格者

C）
は、例年3月に開催してい

数の増加が見込めない中、12月末での

る
「香港ジュエリーショー」 非更新者数により、資格者数の大幅な
を、来年の3月3日〜7日に開

減少が予測され、今年3月の合格者で

催する方向で調整を進めて

未登録者及び6月末で更新していない

おり、日本ジュエリー 協 会

資格者に登録の促進を行っている。

（JJA）
にジャパンパビリオン
（協会枠）
へ
の新規出展募集の要請を行い、JJAは

なお、JJAの正会員数は9月末現在
で777社と減少傾向にある。

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。

小売の十字路
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ジュエリー業界の
現在

「ジュエリーツツミ」の
企業考察

コロナ禍というかく乱要素を別にし
ても、
ジュエリー業界は低迷が長い。右

店のみが 落ち込んでいるかもしれな
い。実際（株）矢野経済研究所は２０１
９年の宝飾品小売市場規模を前年比
３％プラスの９８５１億円としている。
ジュエリーチェーン店としてトップク

４００万月販７００万となる。
この７００

みればごく常識的な商売が成立してい

万（推定）
をどう見るかだが例えばジュ

るということでもある。

エリーベリテにしても決算書から同じよ

ツツミの経営数字と商売方法を頭

うに割り出してみると似たような数字に

に入れながら、ジュエリー業界の景況

「ジュエリーツツミ」
（以下ツツミ） なる。現状このあたりの額が店舗売上
肩下がりの状態が続いているのだが、 ラスの
それがどの程度のものなのかはよくわ を考察することは当業界を客観的な数 のおおよその基準なのであろう。

とが分かる。ジュエリー業界は呉服業

ここで指摘しておきたいのは店頭で

を含め異業種の参入もありなかなか

もこの程 度は売れるという事 実であ

全体を把握することが難しい。
ツツミの

る。
まして利益もきちんと計上している。

年商１８７億にしても市場規模約９８

売上原価が９７億７千万（総売上１８

００億からすれば１．
９％のシェアにす

７億に対して）粗利益率約48%だから

ぎないから、
ツツミを考察するだけでは

無理な安売り商売ではない。

業界全体を論ずることはできないが、

からない。
自店の売上や問屋筋の話な
どを根拠に判

字の角度から見るという意味で有益で

あろう。

断しているの

一年位前に近くのツツミが閉店した

だが 、小さな

ので、
ツツミも経営は青息吐息で創業

世界の情報

者も商社あたりに資金の融通を頼んで

で全体を見る

小さくなっているだろうと想像していた

というのは危

が、
これはもう全くの見当はずれであっ

うい 事 で あ

た。
ツツミは企業としては超が付くほど

る。
もしかした

安定した優良企業である。

らジュエリー

有利子負債はほとんどゼロ、利益剰

の市場規模

余金が４６５億、
自己資本率98.0%とは

は拡大してい

恐れ入る。
しかも創業者である堤征二

てただ中 小

が48.4%、
ほかすべてツツミ関係で株を

零細の小売

所有している。投資ファンドを含め他の

ツツミの売上にはそれなりの意味が

感を考えてみると悲観一色ではないこ

参考資料にはなろう。

ある。たとえば７００万の月商を１００

ジュエリー業界は底なしの深刻と前

万の商品を７点売り上げて達成するこ

に書いたが、様々な角度から細かい数

とも上得意を主たる顧客にすれば可

字を集めてみないと
「群盲像をなでる」

能であるがツツミはそうではない。低単

の愚を冒しかねないといささか反省し

価の積み重ねで売っているのである。

ている。

そうでなければあれほどの商品在庫を
展 開している意 味がない。もう一つ、

貧骨
cosmoloop.22k@nifty.com

